○国土交通省告示第百七十三号

建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二十一条第一項の規定に基づき、建築基準法第二十

赤羽

一嘉

一条第一項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件（令和元年国土交通省告示第百九十
三号）の一部を次のように改正する。
令和二年二月二十六日

国土交通大臣

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる

規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重

傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改

正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後

欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲

げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げ
ていないものは、これを加える。
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改

正

後

建 築 物 の 部分

二百

床面積の合計（単位
方 メー ト ル ）

平

第一 建築 基準法施 行令（昭 和二十五 年政令 第三百三十 八号。 以下「
令 」とい う。）第 百九条 の五第一号 に掲げ る基準に 適合する 建築基
準法（以 下「法 」という 。）第 二十一条第 一項に 規定する 建築物の
主要 構造部の構 造方法 は、次の 各号に掲 げる建築 物の区 分に応じ 、
それ ぞれ当 該各号に定 めるも の（次の 各号のう ち二以上 の号に 掲げ
る 建築物に 該当す るときは、 当該二 以上の号 に定める 構造方 法のう
ち いずれ かの構造 方法） とする。
一 次に掲げる基準に適合する建築物 準耐火構造（主要構造部で
ある壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏にあっては、火災時倒壊防
止 構造 ） と す るこ と 。
イ 当該建築物（階段室及び付室を除く。）が、床面積の合計百
平方メートル以内ごとに火災時倒壊防止構造の床若しくは壁又
は通常火災終了時間防火設備で令第百十二条第十八項第一号に
規定する構造であるもので区画されていること。ただし、次の
表の上欄に掲げる建築物の部分については、それぞれ同表下欄
に定める床面積の合計以内ごとに区画されていれば足りる。

スプリンクラー設備（水
源 と して 、 水 道 の用 に 供
する水管を連結したもの
を除く。）、水噴霧消火
設 備 、 泡 消火 設 備 そ の他
これらに類するもので自

改

正

前

第 一 建築 基準法施 行令（ 昭和二十 五年政令 第三百三 十八号 。以下「
令」という 。）第 百九条の 五第一 号に掲げる 基準に 適合する 建築基
準法（ 以下「法」 という 。）第二 十一条第 一項に規 定する 建築物の
主要構 造部の 構造方法は 、次の 各号に掲 げる建築 物の区分 に応じ 、
それ ぞれ当該 各号に 定めるもの （次の 各号のう ち二以上 の号に掲 げ
る建 築物に 該当する ときは 、当該二以 上の号 に定める 構造方法 のう
ちいずれか の構造 方法）と する。
（新設）
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動 式 の もの （ 以 下「 ス プ
リン ク ラ ー 設備 等 」 と い
う 。 ）を 設 け 、 天井 （ 天
井 の な い 場合 に お い て は
、 屋 根。 以 下 同 じ。 ） の
室内に面する部分（回り
縁、窓台その他これらに
類 す る 部 分を 除 く 。以 下
こ のイ 、 次 号ト 及 び 第 四
号ロにおいて同じ。）の
仕上 げ を 準不 燃 材 料 で し
た部分
スプリンクラー設備等を
設 け 、 天 井の 室 内 に面 す
る 部 分の 仕 上 げを 準 不 燃
材 料 で した 部 分 （ 当該 部
分に設けられた通常火災
終了時間防火設備が常時
閉鎖 又 は 作動 を し た 状 態
にあるものである場合に
限る。）
スプリンクラー設備等を
設 け、 壁 及 び 天井 の 室 内
に 面 す る部 分 の 仕上 げ を
準 不燃 材 料 でし た 部 分 （
当該部分に設けられた通
常火災終了時間防火設備
が 常 時閉 鎖 又 は 作動 を し

五百

六百
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(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅳ)
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た 状 態 にあ る も ので あ る
場合 に 限 る 。）
ロ 給水管、配電管その他の管（以下「給水管等」という。）が
、イに規定する火災時倒壊防止構造の床又は壁（以下このロ及
びハにおいて「防火区画」という。）を貫通する場合において
は、次に掲げる基準に適合するものであること。
次 の か ら ま で に 掲げ る 固 有 通 常 火 災 終 了 時 間 の 区 分 に
応じ、それぞれ当該 から までに定める基準に適合する防
火被覆を防火区画の貫通孔の内側に面する部分に設けている
こ と。
七十五 分以下で ある場合 強化 せっこうボ ード（ ボード
用原紙 を除い た部分の せっこう の含有 率を九十 五パーセ ン
ト 以上、ガ ラス繊維 の含有率 を〇・四 パーセ ント以上 とし
、 かつ、 ひる石の 含有率を 二・五パ ーセント 以上と したも
のに限る 。以下 同じ。） を二枚以 上張った もので、 その厚
さの合 計が四十 二ミリメ ートル 以上であ るもの
七十 五分を超 え、九十 分以下で ある場 合 強化せ っこう
ボ ードを二 枚以上張 ったもの で、その 厚さの 合計が五 十ミ
リ メート ル以上で あるもの
九十分を 超え、百 五分以 下である場 合 強 化せっこ うボ
ードを 二枚以上 張ったも ので、 その厚さ の合計 が五十五ミ
リメ ートル以 上である もの
百五 分を超 え、百二十 分以下 である場 合 強 化せっこう
ボ ードを 三枚以上 張ったも ので、 その厚さの 合計が 六十一
ミリメ ートル以 上である もの
給水管 等と防 火区画と の隙間が モルタル その他 の不燃材料
で埋められており、かつ、当該不燃材料で埋められた部分及
び に規定する防火被覆の外面に次の から までに掲げる
(１)

(２)

(１)

(ⅰ)

(ⅳ)

(ⅰ)

(ⅳ)

(ⅰ)

(ⅳ)

固有 通常火災 終了時間 の区分に 応じ、そ れぞれ 当該 から
までに定める基準に適合する防火被覆を設けていること。
七十 五分以 下である 場合 強 化せっこ うボー ドを張っ た
もので、 その厚さ の合計が 二十一 ミリメート ル以上 である
もの
七十五 分を超え 、九十分 以下で ある場合 強化せ っこう
ボ ードを張っ たもの で、その厚 さの合 計が二十 五ミリ メー
ト ル以上 であるもの
九十分を超 え、百 五分以下 である場 合 強化 せっこう ボ
ードを 張ったも ので、 その厚さの 合計が 二十八ミ リメート
ル以上 である もの
百五 分を超え 、百二十 分以下 である場 合 強化 せっこう
ボ ードを 張ったもの で、そ の厚さの 合計が三 十一ミリ メー
トル以上 である もの
給水管 等の構造 が次の いずれかに 適合す るもので あること
。

(ⅰ)

覆 い の有
無

材質

肉 厚 （単
位 ミリ
メ ート ル

給水管等の外径（
単位 ミリメート
ル）

鉄管又は鋼管であること。
給水管等 が防火区 画を貫 通する部分 及び当 該貫通す る部
分から 両側に一 メートル 以内の 距離にあ る部分が 不燃材料
で造 られてい ること。
給水 管等の 外径が、給 水管等 の用途、 覆いの 有無、材質
、 肉厚及 び固有通 常火災終 了時間に 応じ、そ れぞれ 次の表
に定める 数値未 満であり 、かつ、 その内部 に電線等 を挿入
してい ない予備 配管にあ っては 、当該予 備配管の 先端を密
閉し たもので あること 。
給 水管
等の用
途
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(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(３)

(ⅳ)

(ⅱ) (ⅰ)

(ⅲ)

(ⅳ)

給水 管

配 電管

排水管
及び 排
水 管に
附属す
る通 気
管

厚さ〇・
五ミ リ メ
ー ト ル以
上の鉄板
又 は 鋼板
で覆われ

六十分
以下で
ある場
合

九十

六十分
を超え
、百二
十分以
下であ
る場合

）

九十

固有通常火災終
了時間

五・ 五 以
上六・六
未満

九十

九十

九十

九十

百十五

五・五以
上

九十

九十

難燃材料
又は硬質
塩 化ビ ニ
ル

難 燃 材料
又は硬質
塩 化ビ ニ
ル

五・五以
上六 ・ 六
未満

百十五

六・ 六 以
上

難 燃 材料
又は硬質
塩 化 ビニ
ル

六・六以
上
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(ⅱ) (ⅰ)

(ⅲ)

ている場
合
その他の
場合

難燃材料
又 は 硬質
塩化ビニ
ル

四・ 一 以
上五・五
未満
九十

六十一

六十一

六十一
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五・五以
上

(ⅰ)

ハ 換気、 暖房又は 冷房の 設備の風道 （以下 「換気等 設備の 風道
」という。 ）が防 火区画を 貫通する 場合にお いては 、当該風 道
の当該 防火区画を 貫通す る部分又 はこれに 近接する 部分に 、昭
和四十 八年建 設省告示第 二千五 百六十五 号第三号 に定める 構造
方法 を用いる 通常火 災終了時間 防火設 備を次に 掲げる方 法によ
り設 けなけ ればなら ない。
主要構造部に堅固に取り付けること。
換気等 設備の 風道の防 火区画を 貫通する 部分に 近接する 部
分 に防火設 備を設 ける場合に あって は、当該防 火設備 と当該
防 火区画 との間の 風道は 、次の から ま でに掲 げる固有通
常火災終了時間の区分に応じ、それぞれ当該 から までに
定 め る 厚 さ 以 上 の 鉄 板 又は 鋼 板 で 造 る こ と 。
六十分以下である場合 一・五ミリメートル
六十分を超え、七十五分以下である場合 一・六ミリメ
ートル
七十五分を超え、九十分以下である場合 一・八ミリメ
ートル
天井、壁等に一辺の長さが四十五センチメートル以上の保
守点検が容易に行える点検口並びに防火設備の開閉及び作動
(２) (１)

(３)

(ⅰ)

(ⅲ)

(ⅲ)

状態を確認できる検査口を設けること。
ニ 二階以上の階に居室を有するものにあっては、次に掲げる基
準に適合する直通階段（傾斜路を含む。）が設けられているこ
と。
令第百二十三条第三項各号（同項第三号、第四号、第十号
及び第十二号を除く。）に掲げる基準に適合していること。
階段室、バルコニー及び付室は、令第百二十三条第三項第
六号の開口部、同項第八号の窓又は の出入口の部分（令第
百二十九条の十三の三第三項に規定する非常用エレベーター
の乗降ロビーの用に供するバルコニー又は付室にあっては、
当該エレベーターの昇降路の出入口の部分を含む。）を除き
、次の 又は のいずれかに掲げる壁（防火被覆が設けられ
て い な い も のを 除 く 。） で 囲 む こと 。
次の から までに掲げる固有通常火災終了時間に一・
六を乗じた時間の区分に応じ、それぞれ当該 から まで
に定める構造の壁（その全部又は一部に木材を用いた壁に
限る。）
九十分を超える場合 通常火災終了時間が固有通常火
災終了時間に一・六を乗じた時間以上である建築物の壁
（非 耐力壁で ある外壁 にあっ ては、延 焼のおそ れのある
部分に限る 。以下 この 、
及 び次 号 チ
において
同じ。）（法第二十一条第一項に規定する構造方法を用
いるもの又は同項の規定による認定を受けたものに限る
。）又は特定避難時間が固有通常火災終了時間に一・六
を乗じた時間以上である建築物の壁（法第二十七条第一
項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定によ
る認定を受けたものに限る。）の構造方法を用いる構造
七十五分を超え、九十分以下である場合 次の 又は
のいずれかに掲げるもの
(ⅰ)

(ロ)

(一)

(２)
(ⅰ)

(三)

(イ)

(一)

(二)

(一)

(ⅰ)

(三)

(ⅱ)

(一)

(４)

(ⅱ)
(一)
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(１)

(２)

に 定 める 構 造
令 和元年 国土交通省 告示第 百九十四号 第二第 三項第
一号イ又 はロの いずれかに 該当す る構造
七十五分以下である場合 次の 又は のいずれかに
掲げるもの
に 定め る 構 造
七十 五分間準 耐火構 造
次の から までに掲げる固有通常火災終了時間に一・
二を乗じた時間の区分に応じ、それぞれ当該 から まで
に定める構造の壁（その全部又は一部に木材を用いた壁以
外の壁に限る。）
九十分を超える場合 通常火災終了時間が固有通常火
災終了時間に一・二を乗じた時間以上である建築物の壁
（法第二十一条第一項に規定する構造方法を用いるもの
又は同項の規定による認定を受けたものに限る。）又は
特定避難時間が固有通常火災終了時間に一・二を乗じた
時間以上である建築物の壁（法第二十七条第一項に規定
する構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定を
受けたものに限る。）の構造方法を用いる構造
七十五分を超え、九十分以下である場合 次の 又は
のいずれかに掲げるもの
に定める構造
令和元 年国土 交通省告示 第百九 十四号第 二第三 項第
一号 イ又は ロのいず れかに該 当する構 造
六十分を超え、七十五分以下である場合 次の 又は
のいずれかに掲げるもの
に 定 め る構 造
七十五分 間準耐火 構造
六十分以下である場合 次の 又は のいずれかに掲
(一)
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(一)

(一)

(四)

(二)

(二)

(イ)

(イ)

(ロ) (イ)

(ロ) (イ) (ロ)

(一)

(ロ) (イ)

(ロ) (イ) (ロ)

(三)

(一)

(二)

(三)

(四)

(ⅱ)

(四)

(イ)

(イ)

(ロ)

(ロ)

げるもの
に定める構造
令和元 年国土交 通省告示 第百九十 五号第 一第一号 イ
若しくはニ又は第三号イ若しくはニのいずれかに定め
る 構造方法 を用いる 構造
階段室及び付室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げ
を不燃材料でしたものであること。
屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口には通常火災
終了時間防火設備で令第百十二条第十八項第二号に規定する
構造であるものを、バルコニー又は付室から階段室に通ずる
出入口には法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で令第
百十二条第十八項第二号に規定する構造であるものを設けて
い るこ と 。
バルコニー又は付室の床面積（バルコニーで床面積がない
ものにあっては、床部分の面積。以下この において同じ。
）は十平方メートル以上とし、各階におけるバルコニー又は
付室の床面積の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に、
百分の三を乗じたものの合計以上とすること。
ホ 外壁の開 口部（ 次の から まで のいずれ にも該 当しない も
のに 限る。 以下「他 の外壁 の開口部」 という 。）の下 端の中心
点を水平方 向に、 それぞれ 平成二十 七年国土 交通省 告示第二 百
五十五号第一第一号ロ表一に掲げる式によって計算した水平移
動距離 又は最 大水平移動 距離の いずれか 短い距離 だけ移 動した
とき にできる 軌跡上 の各点を 、垂直上 方に同号 ロ表二に 掲げる
式に よって 計算した 垂直移 動距離又 は最大垂 直移動距 離のいず
れか短い 距離だけ 移動した 時にでき る軌跡 の範囲内 の部分（ イ
の規定 により区 画された 各部分の うち他の 外壁の 開口部が 設け
られた 部分を 除く。） である外 壁に設け られた開 口部に上階延
焼 抑 制防 火 設 備 が 設 け ら れ て い る こ と 。
(１)

(４)

(５)
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(３)

(４)

(５)

(ロ) (イ)

(三)

昇降機 その他 の建築設 備の機械 室、不燃 性の物 品を保管す
る室 、便所 その他こ れらに類 する室で 、壁及び 天井の 室内に
面 する部分 の仕上 げを令第 百二十八 条の五 第一項第二 号に掲
げる仕上 げとした ものに 設けられ たもの
に規定 する室のみ に隣接 する通路 その他防 火上支障 のな
い通 路に設け られたも の
開 口部の高さ が〇・ 三メートル 以下の もの
開 口面積 が〇・二平 方メー トル以内の もの
ヘ 居室に避難上支障がないよう自動火災報知設備が設けられて
い る こ と。
ト 周 囲（開 口部（居 室に設 けられたも のに限 る。）が ある外壁
に面する 部分に限 り、道 に接する部 分を除 く。）に幅員 が三メ
ートル 以上の通 路（敷地 の接す る道まで達 するも のに限る 。第
三号 ロにおい て同じ。 ）が設け られて いること。
チ 用途地域が定められていない土地の区域内にある建築物にあ
っては、当該建築物の各部分（昇降機その他の建築設備の機械
室その他これに類する室及び便所その他これに類する室を除く
。）にスプリンクラー設備等が設けられていること。
二 次に掲 げる基準に 適合す る建築物 準耐火 構造（主 要構造 部で
あ る壁、柱、 床、は り及び屋 根の軒裏 にあっ ては、七 十五分間 準
耐 火構造 ）とする こと。
イ 地階 を除く 階数が四 以下であ ること。
ロ 法 別表第一 欄 項又は 項に 掲げる用 途に供 するもの でな
いこ と。
ハ 当該建築物（階段室及び付室の部分を除く。）が、床面積の
合 計二百平 方メー トル以内 ごとに七 十五分間 準耐火 構造の床若
しくは壁 又は七十 五分間 防火設備で 令第百 十二条第 十八項 第一
号に規 定する構 造である もので 区画されて いるこ と。ただ し、
当該 防火設備 が常時閉 鎖又は作 動をし た状態にあ るもの である
(１)

(い)

(五)

(六)

一 次に掲げ る基準 に適合する 建築物 準耐火構 造（主 要構造部 で
あ る壁、柱 、床、 はり及び 屋根の軒 裏にあっ ては、七 十五分 間準
耐火構造 ）とする こと。
イ 地 階を除く 階数が四 以下で あること 。
ロ 法別表第 一 欄 項又は 項 に掲げる 用途に供 するもの でな
いこ と。
ハ 床面 積の合 計二百平 方メー トル以内ご とに七 十五分間 準耐火
構造の床 若しくは 壁又は七 十五分 間防火設備 で令第 百十二条 第
十八項 第一号に 規定する 構造であ るもの で区画され ている こと
。ただ し、当 該防火設 備が常 時閉鎖又は 作動し た状態にあ るも
ので ある場合 にあっ ては、床 面積の合 計五百平 方メー トル以内
(い)

(五)

(六)
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(１)

(２)

(４) (３)

給水管等
の用途

(１)
(ⅰ)

覆いの有無

材質

肉 厚（ 単
位 ミリ
メートル

給水管等
の外径（
単位 ミ

ごとに 区画さ れていれ ば足り る。

ニ ハの 規定によ り区画 された部分 ごとに スプリンク ラー設 備（
水源とし て、水 道の用に供 する水 管を連結 したもの を除く。 ）
、水噴 霧消火設 備、泡 消火設備そ の他こ れらに類す るもの で自
動式の ものが 設けられ ている こと。
（新設）
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場合に あって は、床面積 の合計 五百平方 メートル 以内ごと に区
画さ れていれ ば足り る。
ニ ハの規 定により 区画さ れた部分ご とにス プリンク ラー設 備等
が設けられ ている こと。

ホ 給 水管等が ハに規定 する七十 五分間 準耐火構造 の床又 は壁（
以下 このホ 及びヘに おいて 「防火区画 」とい う。）を 貫通する
場合におい ては、 次に掲げ る基準に 適合する もので あること 。
前 号ロ
に定める基準に適合する防火被覆を防火区画の
貫通孔の内側に面する部分に設けていること。
給 水管等 と防火区画 との隙 間がモル タルその 他の不燃 材料
で埋められており、かつ、当該不燃材料で埋められた部分及
び に規定する防火被覆の外面に前号ロ
に定める基準に
適合する防 火被覆を 設けてい ること。
給 水管等 の構造が 次のいず れかに適 合するも のであ ること
(２)
(ⅰ)

(１)

(２)

(３)

。

(１)

鉄 管 又 は 鋼 管で あ る こ と 。
給水 管等が 防火区画 を貫通す る部分及 び当該 貫通する 部
分から両 側に一メ ートル以 内の距 離にある部 分が不 燃材料
で造ら れている こと。
給水管 等の外径 が、給水 管等の 用途、覆 いの有無 、材質
及び 肉厚に応 じ、次 の表に定め る数値 未満であ り、か つ、
そ の内部に 電線等を 挿入し ていない予 備配管 にあって は、
当該予備 配管の 先端を密閉 したも のであるこ と。

(ⅱ) (ⅰ)
(ⅲ)

配電管

給水管

難 燃 材料 又
は 硬質 塩 化
ビニル

難 燃 材料 又
は 硬 質塩 化
ビニル
五 ・五 以
上

五 ・五 以
上

）

九十

九十

九十

リメート
ル）

六十一

五・五以
上

四 ・一 以
上

（新設）
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難燃 材 料 又
は 硬 質塩 化
ビニ ル

排水管及
び排水管
に 附 属す
る通気管

厚さ〇・五
ミリメート
ル 以上 の 鉄
板 又 は 鋼板
で 覆 われ て
いる場合
その他の場
合

難燃材料又
は硬質塩化
ビニル

ヘ 換気 等設備 の風道が防 火区画 を貫通す る場合に おいて は、当
該風道 の当該防 火区画を 貫通す る部分又は これに 近接する 部分
に、昭 和四十 八年建設 省告示第 二千五 百六十五号 第三号 に定め
る構 造方法 を用いる 七十五分 間防火設 備を次 に掲げる方 法によ
り 設けなけ ればな らない。
主要構造部に堅固に取り付けること。
換気 等設備の 風道の 防火区画を 貫通す る部分に 近接す る部
(２) (１)

、

及び

に掲 げる基 準に適合 してい ること。

ホ 天井（天 井のない 場合にお いては、 屋根。 以下この 項及び 次
項第 四号ロ に おいて同 じ。）の 室内に面 する部分 （回り 縁、
窓 台その他 これらに 類する部 分を除く 。第三 号ロにお いて同 じ
。 ）の仕 上げが準 不燃材料 でされて いること 。
ヘ 二階 以上の 階に居室 を有す るものに あっては 、避難階 又は地
上に通 ずる直 通階段（ 傾斜路 を含む。） で次に 掲げる基 準に適
合 するものが 設けら れている こと。
令第百 二十三条 第三項 各号（第三 号、第 十号及び 第十二 号
を除く。） に掲げ る基準に 適合して いること 。
階段室 、バルコ ニー及 び付室は、 令第百 二十三条 第三項 第
六号の 開口部 、同項第 八号の窓 又は の出入 口の部 分（令第
百二 十九条の 十三の 三第三項 に規定す る非常用 エレベー ター
の 乗降ロビ ーの用に 供する バルコニ ー又は付 室にあっ ては、
当該エレ ベーター の昇降路 の出入口 の部分 を含む。 ）を除き
、次の 又 は のいずれ かに掲 げる壁（防 火被覆 が設けら れ
ていな いもの を除く。 ）で囲む こと。
その 全部又は 一部に 木材を用い た壁で 法第二十 一条第 一
項 の規定に より令 第百九条 の五第一 号に掲 げる基準に 適合
する建築 物とし た建築物 （通常火 災終了時 間が二 時間以上
である ものに限 る。） 又は法第二 十七条 第一項の 規定に よ
り令 第百十条 第一号に 掲げる 基準に適合 する建 築物とし た
建 築物（特 定避難時 間が二時 間以上 であるもの に限る 。）
の 壁（非 耐力壁で ある外壁 にあって は、延 焼のおそれ のあ
(ⅱ)

(３)
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分に 防火設備 を設ける 場合にあ っては、 当該防 火設備と 当該
防火 区画と の間の風 道は、厚 さ一・六 ミリメー トル以 上の鉄
板 又 は 鋼 板で 造 る こ と 。
天井、壁等に一辺の長さが四十五センチメートル以上の保
守点検が容易に行える点検口並びに防火設備の開閉及び作動
状態を確認できる検査口を設けること。
ト 天 井の室内 に面す る部分の 仕上げが 準不燃材 料でされ ている
こと 。

前 号ニ
(１)

(３)

チ 二階以上の階に居室を有するものにあっては、次に掲げる基
準に適合する直通階段（傾斜路を含む。）が設けられているこ
と。

(２)

(ⅱ)

(１)

(２)

(３)

(１)

(ⅰ)

(５)

(３)

階段室 、バルコ ニー及び 付室は、 令第百 二十三条第 三項第
六号 の開口部 、同項第 八号の窓 又は の出 入口の部 分（令第
百二 十九条 の十三の 三第三項 に規定す る非常用 エレベ ーター
の 乗降ロビ ーの用 に供する バルコニ ー又は付 室にあっ ては、
当該エレ ベーター の昇降 路の出入 口の部分 を含む。 ）を除き
、次の 又 は のいず れかに掲げ る壁（ 防火被覆 が設け られ
てい ないもの を除く。 ）で囲む こと。
その全部又は一部に木材を用いた壁で通常火災終了時間
が二時間以上である建築物の壁（法第二十一条第一項に規
定する構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定を
受けたものに限る。）又は特定避難時間が二時間以上であ
る建築物の壁（法第二十七条第一項に規定する構造方法を
用いるもの又は同項の規定による認定を受けたものに限る
。 ） の 構 造方 法 を 用 いる も の
(ⅰ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(２)

る部 分に限る 。）の構 造方法を 用いる構 造のも の
令和元 年国土 交通省告 示第百九 十四号第 二第三 項第一号
に 定める 構造の壁 （その 全部又は一 部に木 材を用いた もの
を除く。 ）
屋内 からバルコ ニー又 は付室に通 ずる出 入口には 七十五 分
間防火 設備で 令第百十 二条第十 八項第二 号に規定 する構 造で
ある ものを、 バルコ ニー又は 付室から 階段室 に通ずる出 入口
に は法第二 条第九号 の二ロ に規定す る防火設 備で令 第百十二
条第十八 項第二号 に規定 する構造で あるも のを設け ること 。
バルコ ニー又は 付室の 床面積（バ ルコニ ーで床面 積がな い
ものに あって は、床部分 の面積 。以下こ の におい て同じ。
）は 十平方メ ートル 以上とし 、各階に おけるバ ルコニー 又は
付室 の床面 積の合計 は、当 該階に設 ける各居 室の床面 積に百
分の三を 乗じたも のの合計 以上とす ること 。
ト 外壁の開口 部（次 の から までの いずれ にも該当 しないも
のに 限る。） の下端の 中心点 を水平方 向に、そ れぞれ平 成二十
七 年国土交 通省告示 第二百五 十五号表 一に掲 げる式に より計 算
し た水平 移動距離 又は最大 水平移動 距離のい ずれか 短い距離 だ
け移動し たとき にできる 軌跡上の 各点を 、垂直上方 に同告 示表
二に掲 げる式に より計 算した垂 直移動距 離又は 最大垂直移 動距
離の いずれか 短い距 離だけ移 動したと きにでき る軌跡 の範囲内
の 部分であ る外壁の 開口部 に法第二条 第九号 の二ロに 規定す る
防火設備 が設けら れている こと。
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令和 元年国土 交通省告 示第百九 十四号 第二第三 項第一号
イ 又はロの いずれか に該当 する構造の 壁（そ の全部又 は一
部に木材 を用いた ものを除 く。）
屋内か らバルコ ニー又 は付室に通 ずる出 入口には七 十五分
間防 火設備で 令第百十 二条第 十八項第二 号に規 定する構 造で
あ るものを 、バルコ ニー又は 付室か ら階段室に 通ずる 出入口
に は法第 二条第九 号の二ロ に規定す る防火 設備で令第 百十二
条第十八 項第二 号に規定 する構造 であるも のを設 けること。
（削 る ）

リ 他 の外壁の 開口部 の下端の中 心点を 水平方向 に、それ ぞれ平
成二十 七年国 土交通省 告示第二 百五十五 号第一第 一号ロ 表一に
掲げ る式によ り計算 した水平 移動距離 又は最大 水平移動 距離の
い ずれか短 い距離だ け移動 したとき にできる 軌跡上の 各点を、
垂直上方 に同号ロ 表二に掲 げる式に より計 算した垂 直移動距 離
又は最 大垂直移 動距離の いずれか 短い距離 だけ移 動したと きに
できる 軌跡の 範囲内の 部分（ハ の規定に より区画 された 各部分
のう ち他の外 壁の開 口部が設 けられた 部分を 除く。）で ある外
壁 に設けら れた開口 部に法 第二条第 九号の二 ロに規 定する防火
設備が設 けられて いるこ と。
（削 る ）

(ⅱ)

(４)

(４)

昇降 機その他の 建築設 備の機械 室、不燃 性の物品 を保管 す
る室 、便所そ の他これ らに類す る室で 、壁及び天 井の室 内に
面す る部分 の仕上げ を令第百 二十八条 の五第 一項第二号 に掲
げ る仕上げ とした ものに設 けられた もの
に規定す る室の みに隣接 する通路 その他防 火上支障 のな
(１)

(ⅱ)

（削 る ）

(１)

(３)

(４)

(１)

(２)

(３)

（削る）
（削る）
前号ヘ 及びト に掲げる 基準に 適合してい ること 。
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ヌ

い通路 に設け られたもの
高さ が〇・ 三メート ル以下の もの
開 口面積が 〇・二 平方メー トル以内 のもの
チ 居室 に避難上 支障がな いよう自 動火災 報知設備が 設けら れて
いるこ と。
リ 廊下そ の他の避難 の用に 供する部分 に令第 百二十六 条の三 第
一 項に掲げる 基準に 適合する 排煙設備 が設置 され、又 は当該避
難 の用に 供する部分 が外気 に有効に 開放され ている こと。
ヌ 周囲 （道に 接する部 分を除く 。次号ロ におい て同じ。） に幅
員が三 メートル 以上の 通路（敷地 の接す る道まで 達するも のに
限る。 次号ロ において 同じ。 ）が設けら れてい ること。
ル 用途地 域が定 められてい る土地 の区域内 にある建 築物であ る
こ と。
二 次に 掲げる基 準に適 合する建 築物（倉 庫又は自 動車車 庫の用途
に供 するものを 除く。 ） 準耐 火構造（ 主要構造 部であ る壁、柱
、床 、はり 及び屋根の 軒裏に あっては 、一時間 準耐火基 準（令 第
百 十二条第 二項に 規定する一 時間準 耐火基準 をいう。 ロ におい
て 同じ。 ）に適合 する準 耐火構造） とする こと。
イ 地階 を除く 階数が三 以下で あること 。
ロ 周囲に幅員 が三メ ートル以 上の通路 が設け られてい ること。
ただ し、次に 掲げる 基準に適 合する建 築物につ いては 、この限
り でない。
延べ面積 が二百平 方メー トルを超 えるもの にあって は、床
面積の 合計二百平 方メー トル以内ご とに一 時間準耐 火基準 に
適合す る準耐 火構造の床 若しく は壁又は法 第二条 第九号の 二
ロに 規定する 防火設 備で区画さ れてい ること。
外 壁の開口 部から 当該開口 部のある 階の上階 の開口部 へ延
焼するおそ れがあ る場合に おいては 、当該外 壁の開 口部の上
部にひ さしその他 これに 類するも ので、次 の から まで の

(ⅰ)

ル 廊 下その 他の避難 の用に 供する部分 に令第 百二十六条 の三第
一項 に掲げる 基準に 適合する排 煙設備 が設けら れ、又は 当該部
分が 外気に 有効に開 放され ていること 。
（削る）

(ⅳ)

(１)

(ⅳ)

ヲ 用途地域 が定め られてい る土地の 区域内に ある建 築物であ る
こと 。
三 次に 掲げる 基準に適 合する建 築物（倉 庫又は 自動車車庫 の用途
に供す るものを 除く。 ） 準耐火 構造（ 主要構造 部である 壁、柱
、床、 はり及 び屋根の 軒裏に あっては、 一時間 準耐火基 準に適合
す る準耐火構 造）と すること 。
イ 地階 を除く 階数が三以 下であ ること。
ロ 周 囲（道に 接する 部分を除く 。）に 幅員が三 メートル 以上の
通路が 設けら れている こと。た だし、次 に掲げる 基準に 適合す
る建 築物につ いては 、この限 りでない 。
延 べ面積 が二百平方 メート ルを超え るものに あって は、床
面積の合 計二百 平方メー トル以内 ごとに一 時間準 耐火基準 に
適合 する準耐火 構造の 床若しく は壁又は 法第二条 第九号 の二
ロに 規定す る防火設備 で区画 されてい ること。
外 壁の開口 部から当 該開口部 のある階 の上階 の開口部 へ延
焼 するお それがあ る場合 においては 、当該 外壁の開 口部の上
部にひさ しその 他これに 類するも ので、次 の から まで の
(ⅰ)

(４) (３)

(１)

(２)

(１)

(２)

いず れかに掲 げる構造 方法を用 いるもの が、防 火上有効 に設
けら れてい ること。
準耐 火構造 の床又は 壁に用い る構造と するこ と。
防火構造の 外壁に 用いる構 造とする こと。
令第百 九条の三第 二号ハ に規定す る三階以 上の階に おけ
る床に 用いる 構造又は令 第百十 五条の二 第一項 第四号に規
定 する一階の 床（直 下に地階が ある部 分に限る 。）及 び二
階 の床（ 通路等の床 を除く 。）に用い る構造 とするこ と。
不燃材料で 造るこ と。
四 次 に掲げる 基準に 適合する 建築物（ 倉庫又は 自動車 車庫の用途
に供す るもの を除く。 ） 令 第百十五条 の二第 一項第四 号から第
六 号まで、第 八号及 び第九号 の規定に 適合する 構造と すること 。
イ 地階 を除く階数 が二以 下である こと。
ロ 建築 物の各 室及び各通 路につ いて、壁 （床面か らの高さ が一
・二メ ートル以 下の部分 を除く。 ）及び天 井の室 内に面す る部
分の仕 上げが 難燃材料 でされ、 又はスプ リンクラ ー設備 、水噴
霧消 火設備、 泡消火 設備その 他これら に類する もので自 動式の
も の及び令 第百二十 六条の 三の規定 に適合す る排煙設 備が設け
られてい ること。
ハ 令 第四十六 条第二 項第一号イ 及びロ に掲げる 基準に適 合して
いるこ と。
２ 前項及び第七項の「火災時倒壊防止構造」は、次の各号に掲げる
建築物の部分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合
す る 構 造 をい う 。
一 耐力 壁 次に 掲 げ る基 準
イ 自重又は積載荷重（令第八十六条第二項ただし書の規定によ
って特定行政庁が指定する多雪区域における建築物にあっては
、自重、積載荷重又は積雪荷重）を支える部分の全部又は一部
に木材を用いた建築物（以下この項及び第八項において「木造

いずれ かに掲 げる構造 方法を用 いるもの が、防火 上有効 に設
けら れている こと。
準 耐火構造の 床又は 壁に用いる 構造と すること 。
防 火構造 の外壁に用 いる構 造とする こと。
令第百九 条の三 第二号ハに 規定す る三階以 上の階に おけ
る床 に用い る構造又は 令第百 十五条の二 第一項 第四号に 規
定 する一階 の床（ 直下に地階 がある 部分に限 る。）及 び二
階 の床（ 通路等の 床を除 く。）に用 いる構 造とする こと。
不 燃材料 で造ること 。
三 次 に掲げる 基準に適 合する 建築物（倉 庫又は 自動車車 庫の用 途
に供 するも のを除く。 ） 令 第百十五 条の二第 一項第四 号から 第
六 号まで、 第八号 及び第九号 の規定 に適合す る構造と すること 。
イ 地階 を除く階 数が二 以下である こと。
ロ 建築 物の各 室及び各 通路に ついて、壁 （床面 からの高 さが一
・二メ ートル以 下の部 分を除く 。）及び 天井の室 内に面す る部
分の 仕上げが 難燃材料 でされ 、又はス プリンク ラー設備 、水噴
霧 消火設備 、泡消火 設備その 他これら に類す るもので 自動式 の
も の及び 令第百二 十六条の 三の規定 に適合す る排煙 設備が設 け
られてい ること 。
ハ 令第四十六 条第二 項第一号 イ及びロ に掲げ る基準に 適合して
いる こと。
（新 設 ）
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(ⅲ) (ⅱ) (ⅰ)
(ⅳ)

(ⅲ) (ⅱ) (ⅰ)

(ⅳ)

建築物」という。）の耐力壁（その全部又は一部に木材を用い
たものでその全部又は一部に防火被覆を設けていないものに限
る。）にあっては、次の 又は のいずれかに掲げる基準に適
合 し て い るこ と 。
構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板（それぞ
れ集成材の日本農林規格（平成十九年農林水産省告示第千百
五十二号）第二条、単板積層材の日本農林規格（平成二十年
農林水産省告示第七百一号）第二条又は直交集成板の日本農
林規格（平成二十五年農林水産省告示第三千七十九号）箇条
三に規定する使用環境Ａ又はＢの表示をしてあるものに限る
。以下この項及び第八項において同じ。）を使用するもので
あり、かつ、次に掲げる基準に適合する構造であるほか、取
合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分（以下こ
の項及び第八項において「取合い等の部分」という。）が、
当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の
内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造（以下
この項及び第八項において「炎侵入防止構造」という。）で
あ るこ と 。
当該耐力壁の接合部の構造方法が、次に定める基準に従
って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防
止 する こ と が でき る 構 造 で ある こ と 。
接合部のうち木材で造られた部分の片側（当該耐力壁
が面する室内において発生する火災による火熱が当該耐
力壁の両側に同時に加えられるおそれがある場合にあっ
ては 、 両 側 。 第八 項 に おい て 同 じ。 ） の 表 面 （木 材 そ の
他の材料で防火上有効に被覆された部分を除く。）から
内側に、次の 又は に掲げる場合の区分に応じ、それ
ぞれ当該 又は に定める値の部分が除かれたときの残
りの部分が、当該接合部の存在応力を伝えることができ
る 構造 で あ る こと 。
(ⅰ)

(１)

(一)

(イ)

(１)

(ロ)

(イ)

(ロ)

(２)
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こ の 式 にお い て 、

及び

燃 え しろ 深 さ （ 単位

数値を表すものとする。
）

は、それぞれ次の

分

センチメートル

補正固有通常火災終了時間（単位

、

は、 そ れ ぞ れ
センチメートル

及び

）
接着剤として、フェノール樹脂等以外のものを使用
する場合（構造用集成材又は直交集成板を使用する場
合にあっては、ラミナの厚さが二十一ミリメートル以
上である場合に限る。） 次に掲げる式によって計算
し た値

この式において、

次の数値を表すものとする。
燃えしろ深さ（単位

- 19 -

構造用集成材、構造用単板積層材又は直交集成板に
使用する接着剤（以下単に「接着剤」という。）とし
て、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はレゾル
シノール・フェノール樹脂（以下「フェノール樹脂等
」という。）を使用する場合（構造用集成材又は直交
集成板を使用する場合にあっては、ラミナの厚さが十
二ミリメートル以上である場合に限る。） 次に掲げ
る 式 に よ って 計 算 した 値
(イ)

(ロ)

九 十 分 を超 え 、
百 二十 分 以 下 で
ある場合

七十 五 分 を 超え
、 九 十 分以 下 で
ある 場 合

七 十 五 分以 下 で
ある 場 合

二・〇

一・八

一 ・六

一・四五

分
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）
次の表の上欄に掲げる補正固有通常火
災終了時間の区分に応じ、それぞれ同表の
下 欄 に 定 める 炭 化 速 度係 数

百 二 十 分を 超 え
、百八十分以下
である場合

補正固有通常火災終了時間（単位

）
接合部にボルト、ドリフトピン、釘、木ねじその他こ
れらに類するものを用いる場合においては、これらが木
材その他の材料で防火上有効に被覆されていること。
接合部に鉄材又は鋼材の添え板その他これに類するも
のを用いる場合においては、これらが埋め込まれ、又は
挟み込まれていること。ただし、木材その他の材料で防
(二)

(三)

火上有効に被覆されている場合においては、この限りで
ない 。
当該耐力壁を有する建築物全体が、次に定める基準に従
った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するお
そ れの な い こ とが 確 か め られ た 構 造で あ る こ と。
主要構造部である耐力壁のうち木材で造られた部分の
表面（木材その他の材料で防火上有効に被覆された部分
を 除 く 。） か ら 内 側に 、
又は に掲げる場合の区
分に応じ、それぞれ当該 又は に定める値の部分が除
かれたときの残りの断面（ 及び において「残存断面
」という。）について、令第八十二条第二号の表に掲げ
る長期の組合せによる各応力の合計により、長期応力度
を 計 算 する こ と 。
によって計算した長期応力度が、残存断面について
令第九十四条の規定に基づき計算した短期の許容応力度
を超えないことを確かめること。
残存断面の厚さが二十センチメートル以上であること。
次 の から まで に掲げる 補正固有 通常火災 終了時 間の区
分に応じ 、それ ぞれ当該 か ら までに 定める構 造とする ほ
か、 取合い等の 部分が 炎侵入防 止構造で あること 。
七十五分を超える場合 通常火災終了時間が補正固有通
常火災終了時間以上である建築物の耐力壁（法第二十一条
第一項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定に
よる認定を受けたものに限る。）又は特定避難時間が補正
固有通常火災終了時間以上である建築物の耐力壁（法第二
十七条第一項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の
規 定 に よる 認 定 を受 け た も のに 限 る 。 ） の 構 造 方 法 を 用 い
る 構造
六十分を 超え、七 十五分以 下である 場合 次の 又は
(一)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(２)

(一)

(二)
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(イ) (ⅰ)
(一)
(イ)
(ロ)

(二)

(ⅲ)

(一)

(二)

(ⅲ)

(ⅰ)

(ⅲ)

(ロ)

のいず れかに 掲げる構造
に定 める構造
七 十五分間 準耐火構 造
六十分以下である場合 次の 又は のいずれかに掲げ
る構造
又は のい ずれか に掲げる構 造
令 和元年国 土交通省 告示第百 九十五 号第一第一 号ホに
定め る構造 方法を用 いる構造
ロ 木造 建築物 の耐力壁（ イに規 定するもの を除く 。）にあ って
は、次 の から までに 掲げる固 有通常火 災終了 時間の区 分に
応じ、 それぞ れ当該 から ま でに定 める構造と するほ か、取
合い 等の部分 が炎侵 入防止構 造である こと。
九十分を超える場合 通常火災終了時間が固有通常火災終
了時間以上である建築物の耐力壁（法第二十一条第一項に規
定する構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定を受
けたものに限る。）又は特定避難時間が固有通常火災終了時
間以上である建築物の耐力壁（法第二十七条第一項に規定す
る構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定を受けた
もの に 限 る 。） の 構 造 方 法 を 用 い る 構 造
七十五 分を超え 、九十 分以下であ る場合 次の 又は の
いず れかに掲 げる構造
に 定める構 造
令和 元年国 土交通省 告示第百 九十四 号第二第 三項第一 号
イ又はロ のいず れかに該当 する構 造
六十分 を超え、 七十五 分以下であ る場合 次の 又は の
いず れかに掲 げる構造
又 は のいずれか に掲げ る構造
七 十五分間 準耐火構 造
六十分以 下であ る場合 次 の 又は のい ずれかに 掲げる
(二)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅱ)
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(二)

(４)

(ⅱ)

(二) (一)

(ⅱ)
(一)

(ⅰ)

(１)

(二) (一)

(１)

(２)
(ⅰ)

(ⅲ)

(ⅱ) (ⅰ)

(ⅱ) (ⅰ)

(１)

(２)

(３)

(４)

(１)

(４)

(ⅰ)

(一)

構造
又は の いずれか に掲げ る構造
令和 元年国 土交通省 告示第百 九十五号 第一第 一号イ、 ハ
若しくは ニ又は第 三号イ、 ハ若し くはニのい ずれか に定め
る構造 方法を用 いる構造
二 非 耐 力 壁 次 に掲 げ る 基 準
イ 木造建築 物の非 耐力壁（ その全部 又は一部 に木材 を用いたも
ので その全 部又は一 部に防 火被覆を設 けてい ないもの に限る。
）にあって は、次 の 又は のいず れかに 掲げる基 準に適 合し
ている こと。
構造用 集成材 、構造用 単板積層 材又は直 交集成 板を使用 す
る ものであ り、かつ 、当該非 耐力壁 の厚さが次 の 又は に
掲 げる場 合の区分 に応じ、 それぞれ 当該 又は に 定める値
以上であ るほか 、取合い 等の部分 が炎侵入 防止構 造であるこ
と。
接着剤 として 、フェノ ール樹脂 等を使用 する場合 （構造
用 集成材を使 用する 場合にあ ってはラ ミナの厚 さが十 二ミ
リ メート ル以上の場 合に限 り、直交 集成板を 使用する 場合
にあって はラミ ナの厚さが 十二ミ リメート ル以上で 、かつ
、加熱 面の表面 から前 号イ
に定める値の部分が除
かれた ときに 、互いに 接着され た平行層 と直交 層が存在 す
る場合に限る。） 次に掲げる式によって計算した値
(３)
(ⅰ)

(１)

を表 すもの とする。

この式に おいて 、

(ⅱ)

厚さ（ 単位

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

は、それ ぞれ次の 数値

(１)
(ⅰ)
(一)
(イ)

及び

(２)

セン チメー トル）

- 23 -

(ⅱ) (ⅰ)

(ⅰ)

(１)

(ⅱ)

補正固 有通常 火災終了時 間（単 位

(ⅲ)

(２)

、

及び

分）

は、それ ぞれ次の

に規定する炭化速度係数

セン チメート ル）

(ⅰ)

(ⅲ)

(ⅰ)
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この式に おいて 、

前号イ

分）

(１)

(１)
(ⅰ)
(一)
(ロ)

補正固有 通常火 災終了時間 （単位

(１)
(ⅰ)
(一)
(ロ)

厚さ（単位

数値 を表す ものとす る。

(ⅰ)

次の か ら までに 掲げる補正 固有通 常火災終 了時間 の区
分 に応じ、 それぞ れ当該 から ま でに定め る構造と するほ
か 、取合 い等の部 分が炎 侵入防止構 造であ ること。
七十五分を超える場合 通常火災終了時間が補正固有通
常火災終了時間以上である建築物の非耐力壁（外壁にあっ
ては 、延焼の おそれの ある部分 に限る 。以下こ の 、ロ
及び第八項第二号イ において同じ。）（法第二十一条第
一項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定によ
る認定を受けたものに限る。）又は特定避難時間が補正固
有通常火災終了時間以上である建築物の非耐力壁（法第二
(２)

接着 剤とし て、フェ ノール樹 脂等以 外のもの を使用す る
場合（構 造用集 成材を使用 する場 合にあっ てはラミ ナの厚
さが二 十一ミリ メートル 以上の場 合に限 り、直交 集成板を
使用す る場合 にあって はラミナ の厚さが 二十一 ミリメー ト
ル 以上で、か つ、加 熱面の表 面から前 号イ
に定め
る値の 部分が 除かれたと きに、 互いに接 着され た平行層と
直交層が存在する場合に限る。） 次に掲げる式によって
計 算 した 値
(ⅱ)

(ⅰ)

十七条第一項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の
規定による認定を受けたものに限る。）の構造方法を用い
る構造
六十分 を超え、七 十五分 以下であ る場合 次の 又は
のいず れかに 掲げる構 造
に 定める構造
七 十五分 間準耐火構 造
六十分以下である場合 次の 又は のいずれかに掲げ
る構造
又は のいずれかに掲げる構造
令 和元年国 土交通省 告示第百 九十五 号第一第二 号ニに
定 める構造 方法を用 いる構造
ロ 木造 建築物 の非耐力壁 （イに 規定する ものを除 く。） にあっ
ては、 次の から まで に掲げ る固有通常 火災終 了時間の 区分
に応じ 、それ ぞれ当該 か ら までに 定める構造 とする ほか、
取合 い等の部 分が炎 侵入防止 構造であ ること 。
九十分を超える場合 通常火災終了時間が固有通常火災終
了時間以上である建築物の非耐力壁（法第二十一条第一項に
規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定を
受けたものに限る。）又は特定避難時間が固有通常火災終了
時間以上である建築物の非耐力壁（法第二十七条第一項に規
定する構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定を受
けたものに限る。）の構造方法を用いる構造
七十五 分を超え 、九十 分以下であ る場合 次の 又は の
いずれかに掲げる構造
に 定める構 造
令 和元年国 土交通省 告示第百 九十四 号第二第 三項第 一号
イ又はロ のいず れかに該 当する構 造
六十分 を超え、 七十五 分以下で ある場合 次の 又は の
(ⅱ)

(ⅱ)

(二)

(ⅰ)

(一)

(ⅰ)

(１)

(２)

(３)
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(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅱ) (ⅰ)

(１)

(二) (一)

(二) (一)

(ⅱ)
(一)

(ⅰ)

(１)

(４)

(二)

(１)

(４)

(一)

(二)

いず れかに掲 げる構造
又は の いずれか に掲げ る構造
七十 五分間 準耐火構 造
六十分以 下である 場合 次 の 又は のい ずれかに 掲げる
構造
又は の いずれか に掲げる 構造
令和 元年国土 交通省告 示第百九 十五号 第一第二 号イ若し
く はハ又 は第四号イ 若しく はハのいず れかに 定める構 造方
法を用い る構造
三 柱 次 に掲 げ る 基 準
イ 木 造建築 物の柱（ その全 部又は一部 に木材 を用いた ものでそ
の全 部又は一 部に防 火被覆を 設けてい ないもの に限る。 ）にあ
って は、次 の 又は のいず れかに 掲げる基 準に適 合している
こと。
構造用 集成材又は構造用 単板積層 材を使 用するもの であり
、か つ、次に 掲げる基 準に適 合する構造 である ほか、取 合い
等 の部分が 炎侵入 防止構造で あるこ と。
令 第四十六 条第二項 第一号イ 及びロ に掲げる 基準に適 合
している こと。
当該柱 を接合す る継手又 は仕口が 、昭和六 十二年 建設省
告示第千九百一号に定める基準に従って、通常の火災時の
加 熱に対して 耐力の 低下を有 効に防止 するこ とができ る構
造 である こと。この 場合に おいて、 同告示第 一号イ 中「二
・五セン チメー トル」と あるのは 「令和元 年国土交 通省告
示第百 九十三号 第一第二 項第一 号イ
又 は に掲げ
る場 合の区分 に応じ、 それぞれ 当該 又は に 定める 値」
と 読み替え るものと する。
当 該柱を有 する建 築物全体が 、昭和 六十二年 建設省 告示
第千九百 二号に 定める基 準に従っ た構造計 算によっ て通常
(ⅱ)

(イ) (１)
(ⅰ)
(一)
(ロ) (イ)

(ロ)
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(ⅱ) (ⅰ)

(３)
(ⅰ)

(２)
(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(１)

(ⅱ) (ⅰ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(４)

(１)

(２)

(ⅰ)

の火災 により 容易に倒壊 するお それのな いこと が確かめら
れた 構造であ ること 。この場合 におい て、同告 示第二 号イ
中 「二・五 センチメ ートル 」とあるの は「令 和元年国 土交
通省告示 第百九十 三号第一 第二項 第一号イ
又は
に掲げ る場合の 区分に応 じ、それ ぞれ当 該 又は に定め
る値」 と読み 替えるもの とする 。
主要 構造部で ある柱の うち木材 で造ら れた部分 の表面（
木 材その 他の材料で 防火上 有効に被覆 された 部分を除 く。
）から内 側に、 第一号イ
又は に掲げ る場合 の区
分に応 じ、それ ぞれ当該 又は に定め る値の部 分が除か
れたと きの残 りの断面の 小径が 、二十セ ンチメ ートル以 上
で あること。
次の から までに掲げる補正固有通常火災終了時間の区
分に応じ 、それ ぞれ当該 か ら までに定 める構 造とする ほ
か、取 合い等の 部分が 炎侵入防止 構造で あること 。
七十五分を超える場合 通常火災終了時間が補正固有通
常火災終了時間以上である建築物の柱（法第二十一条第一
項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定による
認定を受けたものに限る。）又は特定避難時間が補正固有
通常火災終了時間以上である建築物の柱（法第二十七条第
一項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定によ
る認定を受けたものに限る。）の構造方法を用いる構造
六十 分を超 え、七十 五分以下 である 場合 次 の 又は
のいずれ かに掲 げる構造
に定め る構造
七十 五分間準 耐火構造
六十 分以下で ある場合 次の 又 は のいず れかに掲げ
る 構造
又は のいず れかに掲 げる構造
(二) (一)

(ⅱ)
(一)

(ⅰ)

(ⅰ)

(一)

(ⅳ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(２)

(二)

(ⅲ)

(ⅰ)

(一)

(イ) (１)
(ⅰ)
(一)
(ロ) (イ)

(二)

(ロ)

(ⅲ)

(一)

(イ) (１)
(ⅰ)
(一)
(ロ) (イ)
(二)

(ロ)
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令和 元年国土 交通省告 示第百九 十五号第 二第三 号イか
らニ までに掲 げる基準 に適合す る構造
ロ 木造建 築物の柱 （イに 規定するも のを除 く。）に あって は、
次の から まで に掲げる 固有通常 火災終 了時間の 区分に応 じ
、それ ぞれ当該 か ら までに定 める構造 とする ほか、取 合い
等の部 分が炎 侵入防止構 造であ ること。
百八十分を超える場合 通常火災終了時間が固有通常火災
終了時間以上である建築物の柱（法第二十一条第一項に規定
する構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定を受け
たものに限る。）又は特定避難時間が固有通常火災終了時間
以上である建築物の柱（法第二十七条第一項に規定する構造
方法を用いるもの又は同項の規定による認定を受けたものに
限る。）の 構造方法 を用いる 構造
百二十分を超え、百八十分以下である場合 次の 又は
のいず れかに掲 げる構造
に定める 構造
耐火 構造（三 時間通常 の火災に よる火 熱が加え られた場
合 に、構 造耐力上支 障のあ る変形、溶 融、破 壊その他 の損
傷を生じ ないも のに限る。 ）
七十五 分を超え 、百二 十分以下で ある場 合 次の 又 は
のい ずれかに 掲げる構 造
又 は のいずれか に掲げ る構造
耐火 構造（ 二時間通 常の火災 による 火熱が加 えられた 場
合に、構 造耐力 上支障のあ る変形 、溶融、 破壊その 他の損
傷を生 じないも のに限 る。）
六十分 を超え 、七十五 分以下で ある場合 次の 又 は の
い ずれかに 掲げる構 造
又 は のいず れかに掲げ る構造
七十五分 間準耐火 構造
(５)

(１)

(ⅱ)

(ⅱ)

(５)

(ⅰ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅱ)
(ⅱ)
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(二)

(１)

(１)

(２)
(ⅰ)

(３)
(ⅰ)

(１)

(２)

(３)

(ⅱ) (ⅰ)

(ⅱ) (ⅰ)

(４)

(ⅱ) (ⅰ)

六十分 以下で ある場合 次の 又は の いずれ かに掲げ る
構造
又 は のいずれ かに掲げ る構造
令和元年国 土交通 省告示第 百九十五 号第二第 一号又 は第
三号の いずれか に定め る構造方法 （第三 号イからニ までに
掲げる 基準に 適合する 構造とす ることを 除く。 ）を用いる
構造
四 床 次 に 掲 げ る基 準
イ 木造 建築物 の床（その 全部又 は一部に木 材を用 いたもの でそ
の全部 又は一部に 防火被 覆を設け ていない ものに 限る。） にあ
っては 、次の 又 は のいずれ かに掲 げる基準に 適合し ている
こと 。
構 造用集 成材、構造 用単板 積層材又 は直交集 成板を使 用す
るもので あり、 かつ、次 に掲げる 基準に適 合する 構造である
ほか、 取合い等 の部分 が炎侵入防 止構造 であるこ と。
当該床 の接合 部の構造 方法が、 次に定め る基準に 従って
、 通常の火災 時の加 熱に対し て耐力の 低下を有 効に防 止す
る ことが できる構造 である こと。
接合部の うち木 材で造られ た部分 の表面（ 木材そ の他
の材料 で防火上 有効に被 覆された 部分を除 く。） から内
側に、 第一号 イ
又は に掲 げる場 合の区分 に応
じ、 それぞれ 当該 又は に 定める値 の部分 が除かれた
と きの残り の部分が 、当該接 合部の 存在応力 を伝え るこ
とができ る構造で あるこ と。
第一 号イ
及び に定める基準。
当該 床を有す る建築物 全体が、 次に定 める基準に 従った
構 造計算に よって通 常の火災 により容 易に倒 壊するお それ
の ないこ とが確か められた 構造であ ること。
主要構造 部であ る床のう ち木材で 造られた 部分の 表面
(三)

(１)
(イ) (ⅰ)
(一)
(イ)
(ロ)

(２)

(１)
(ⅰ)
(二)

(一)

(二)

(一)

(１)

(ⅰ)

(ロ)
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(ⅱ)

(１)

(５)

(ⅱ) (ⅰ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(４)
(ⅰ)

(ⅱ)

（木材 その他 の材料で防 火上有 効に被覆 された部 分を除
く。 ）から内 側に、第 一号イ
又は に掲 げる場
合の 区分に 応じ、そ れぞれ当 該 又は に定 める値の 部
分が除かれ たとき の残りの 断面（ 及 び において 「残
存断面 」という。 ）につ いて、令 第八十二 条第二号 の表
に掲げ る長期 の組合せに よる各 応力の合 計により 、長期
応力 度を計算 すること 。
に よって 計算した長 期応力 度が、残存 断面に ついて
令第九十四 条の規 定に基づ き計算し た短期の 許容応 力度
を超え ないことを 確かめ ること。
残存断面の厚さが二十センチメートル以上であること。
床の 上面に次 の から まで に掲げる 固有通 常火災終了
時 間の区 分に応じ、 それぞ れ当該 から ま でに定 める基
準に適合 する防 火被覆を設 けてい ること。
百五分 を超え、 百二十 分以下であ る場合 強化せ っこ
うボー ドを三 枚以上張 ったもの で、その 厚さの合 計が六
十一 ミリメー トル以上 である もの
九 十分を 超え、百五 分以下 である場 合 強 化せっこう
ボードを 二枚以上 張ったも ので、そ の厚さ の合計が 五十
五ミリ メートル 以上であ るもの
七十 五分を 超え、九十 分以下 である場合 強化 せっこ
うボ ードを二 枚以上張 ったも ので、そ の厚さ の合計が五
十 ミリメー トル以上 であるも の
七十五分 以下で ある場合 強化せ っこうボ ードを 二枚
以上張 ったもの で、その 厚さの 合計が四十 二ミリ メート
ル以 上である もの
次 の から までに 掲げる 補正固有通 常火災 終了時間 の区
分 に応じ 、それぞ れ当該 か ら までに定 める構造 とするほ
か、取合 い等の 部分が炎 侵入防止 構造であ ること 。
(ⅳ) (ⅲ)

(２)
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(二)

(一)

(二)

(三)

(四)

(一)

(ⅰ)

(ⅲ)

(一)

(ⅰ)

(四)

(ⅲ)

(四)

(１)
(イ) (ⅰ)
(一)
(二)
(イ)
(ロ)
(ⅲ)
(ロ)

(一)

七十五分を超える場合 通常火災終了時間が補正固有通
常火災終了時間以上である建築物の床（法第二十一条第一
項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定による
認定を受けたものに限る。）又は特定避難時間が補正固有
通常火災終了時間以上である建築物の床（法第二十七条第
一項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定によ
る認定を受けたものに限る。）の構造方法を用いる構造
六十 分を超 え、七十五 分以下 である場 合 次 の 又は
のいずれ かに掲げ る構造
に定め る構造
七十 五分間準 耐火構造
六十 分以下で ある場合 次の 又は のい ずれかに 掲げ
る 構造
又は のいずれ かに掲 げる構造
令和元 年国土交 通省告示 第百九十 五号第 三第四号 に定
める構 造方法 を用いる構 造
ロ 木造建築 物の床 （イに規 定するも のを除く 。）に あっては、
次の から までに 掲げる固 有通常 火災終了 時間の区 分に応じ
、それぞれ 当該 から ま でに定め る構造 とするほ か、取合 い
等の部 分が炎侵入 防止構 造である こと。
九十分を超える場合 通常火災終了時間が固有通常火災終
了時間以上である建築物の床（法第二十一条第一項に規定す
る構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定を受けた
ものに限る。）又は特定避難時間が固有通常火災終了時間以
上である建築物の床（法第二十七条第一項に規定する構造方
法を用いるもの又は同項の規定による認定を受けたものに限
る。）の構 造方法 を用いる 構造
七 十五分を 超え、九 十分以 下である場 合 次 の 又は の
いずれか に掲げ る構造
(１)

(２)

(二)

(１)

(１)

(二) (一)

(二) (一)

(ⅱ)
(一)

(ⅰ)

(４)

(４)

(一)

(二)

(一)

(ⅰ)

(二)

(ⅱ)
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(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)

に定 める構造
平成 二十七年 国土交通 省告示第 二百五 十号第二 第一号イ
から までのい ずれかに 掲げる 構造
六十分を 超え、七 十五分以 下であ る場合 次 の 又は の
いずれ かに掲げ る構造
又は の いずれか に該当す る構造
七十 五分間準 耐火構造
六 十分以 下である場 合 次 の 又は のいず れかに掲 げる
構造
又は のい ずれかに 掲げる 構造
令和元 年国土 交通省告示 第百九 十五号第 三第一号 又は第
三 号のいずれ かに定 める構造 方法を用 いる構造
五 は り 次 に 掲 げる 基 準
イ 木造 建築物 のはり（そ の全部 又は一部 に木材を 用いたも ので
その全 部又は一 部に防火 被覆を設 けていな いもの に限る。 ）に
あって は、次 の 又は のいず れかに 掲げる基準 に適合 してい
るこ と。
構造用集成材又は構造用単板積層材を使用するものであり
、かつ、 次に掲 げる基準 に適合す る構造で あるほ か、取合い
等の 部分が炎侵 入防止 構造である こと。
令第四 十六条 第二項第 一号イ及 びロに掲 げる基準 に適合
し ていること 。
当 該はりを 接合する 継手又は 仕口が 、昭和六 十二年 建設
省 告 示 第 千 九 百 一 号 に 定 め る 基 準に 従 っ て 、 通 常 の 火 災 時
の加熱 に対して 耐力の低 下を有 効に防止 すること ができる
構造 であるこ と。この 場合にお いて、 同告示第 一号イ 中「
二 ・五セン チメート ル」とあ るのは「 令和元 年国土交 通省
告 示第百 九十三号 第一第二 項第一号 イ
又は に掲
げる場合 の区分 に応じ、 それぞれ 当該 又は に定 める値
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(ⅱ)

(ⅱ)

(１)

(１)

(２)
(ⅰ)

(３)
(ⅰ)

(３)

(４)

(１)

(ⅱ) (ⅰ)

(ⅱ) (ⅰ)

(ⅱ) (ⅰ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(１)

(５)

(２)

(ⅰ)

(イ) (１)
(ⅰ)
(一)
(ロ) (イ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ロ)

(ⅱ)

」と読 み替え るものとす る。
当該 はりを有 する建築 物全体が 、昭和 六十二年 建設省告
示 第千九百 二号に定 める基 準に従った 構造計 算によっ て、
通常の火 災により 容易に倒 壊する おそれのな いこと が確か
められ た構造で あること 。この場 合にお いて、同告 示第二
号イ中 「二・ 五センチメ ートル 」とある のは「 令和元年国
土 交通省告示 第百九 十三号第一 第二項 第一号イ
又
は に 掲げる場 合の区分 に応じ 、それぞ れ当該 又は に
定める値 」と読 み替えるも のとす る。
主要構 造部である はりの うち木材 で造られ た部分 の表面
（木材 その他 の材料で防 火上有 効に被覆 された 部分を除 く
。 ）から内側 に、第 一号イ
又 は に掲げ る場合の
区 分に応 じ、それぞ れ当該 又 は に定める 値の部 分が除
かれたと きの残 りの断面の 小径が 、二十セ ンチメー トル以
上であ ること。
次 の か ら ま で に 掲げ る 補 正 固 有 通 常 火 災 終 了 時 間 の 区
分 に応じ、 それぞ れ当該 から ま でに定め る構造と するほ
か 、取合 い等の部 分が炎 侵入防止構 造であ ること。
七十五分を超える場合 通常火災終了時間が補正固有通
常火災終了時間以上である建築物のはり（法第二十一条第
一項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定によ
る 認定 を 受 けた も の に限 る 。） 又 は 特 定避 難 時 間が 補 正 固
有通常火災終了時間以上である建築物のはり（法第二十七
条第一項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定
による認定を受けたものに限る。）の構造方法を用いる構
造
六十 分を超え 、七十五 分以下 である場 合 次の 又 は
の いずれ かに掲げる 構造
に定める 構造
(イ) (１)
(ⅰ)
(一)
(ロ) (イ)

(一)

(二)
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(イ) (１)
(ⅰ)
(一)
(ロ) (イ)

(ⅲ)

(ロ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(ⅲ)

(ⅳ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(２)
(一)

(ⅲ)

(ⅰ)

(ロ)

七十 五分間準 耐火構造
六十 分以下で ある場合 次の 又は のいずれ かに掲げ
る 構造
又は のいずれ かに掲 げる構造
令和元 年国土交 通省告 示第百九十 五号第 四第三号 イか
らニま でに掲 げる基準に 適合す る構造
ロ 木造建築 物のは り（イに 規定する ものを除 く。） にあっては
、次 の から まで に掲げる 固有通 常火災終 了時間の 区分に応
じ、それぞ れ当該 から までに定 める構 造とする ほか、 取合
い等の 部分が炎侵 入防止 構造であ ること。
百八十分を超える場合 通常火災終了時間が固有通常火災
終了時間以上である建築物のはり（法第二十一条第一項に規
定する構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定を受
けたものに限る。）又は特定避難時間が固有通常火災終了時
間以上である建築物のはり（法第二十七条第一項に規定する
構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定を受けたも
のに限る。）の構造方法を用いる構造
百 二十分 を超え、百 八十分 以下である 場合 次の 又は
のいずれ かに掲 げる構造
に定め る構造
耐火構 造（三 時間通常の 火災に よる火熱 が加えら れた場
合 に、構造耐 力上支 障のある変 形、溶 融、破壊 その他 の損
傷 を生じ ないものに 限る。 ）
七十五分 を超え 、百二十分 以下で ある場合 次の 又 は
のいず れかに掲 げる構 造
又は の いずれか に掲げる 構造
耐火 構造（二 時間通常 の火災 による火 熱が加え られた場
合 に、構 造耐力上支 障のあ る変形、 溶融、破 壊その他 の損
傷を生じ ないも のに限る。 ）
(１)

(１)

(ⅱ)
(一)

(２)
(ⅰ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(１)

(２)

(３)

(ⅲ)

(ⅱ) (ⅰ)

(ⅱ) (ⅰ)
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(二)

(１)

(二)

(二) (一)

(ⅱ)

(５)

(５)

(一)

(二)

六十分 を超え 、七十五 分以下で ある場合 次の 又 は の
いず れかに 掲げる構 造
又 は のいずれ かに掲げ る構造
七十五分間 準耐火 構造
六十分 以下であ る場合 次の 又は の いずれか に掲げる
構造
又 は の いずれか に掲げ る構造
令和 元年国 土交通省 告示第百 九十五号 第四第 一号又は 第
三号のい ずれか に定める構 造方法 （第三号イ からニ までに
掲げる 基準に適 合する構 造とする ことを 除く。） を用いる
構造
六 軒 裏 次 に 掲 げる 基 準
イ 木造 建築物の軒 裏（そ の全部又 は一部に 木材を用 いたも ので
その全部 又は一部 に防火被 覆を設け ていな いものに 限る。） に
あって は、次の 又 は のいず れかに掲げ る基準 に適合し てい
ること 。
構 造用集成材 、構造 用単板積 層材又は 直交集成 板を使 用す
る もので あり、か つ、当 該軒裏の厚 さが第 二号イ
又は
に掲げる 場合の 区分に応 じ、それ ぞれ当該 又 は に定め る
値以 上であるほ か、取 合い等の部 分が炎 侵入防止 構造で ある
こと 。
次 の 又は に 掲げる補正 固有通 常火災終 了時間の 区分に
応 じ、そ れぞれ当 該 又は に 定める構 造とする ほか、 取合
い等の部 分が炎 侵入防止 構造であ ること。
七十五分を超える場合 通常火災終了時間が補正固有通
常火災終了時間以上である建築物の軒裏（延焼のおそれが
ある部分に限る。以下この 、ロ 及び第八項第六号イ
において同じ。）（法第二十一条第一項に規定する構造方
法を用いるもの又は同項の規定による認定を受けたものに
(ⅱ)

(ⅱ)

(２)

(２)

(ⅰ)
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(３)
(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅱ) (１)
(ⅰ)

(４)
(ⅰ)

(１)

(ⅱ) (ⅰ)

(ⅰ)

(４)

(５)

(１)

(２)

(ⅱ) (ⅰ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(１)

(ⅱ)

(ⅰ)

限る。）又は特定避難時間が補正固有通常火災終了時間以
上である建築物の軒裏（法第二十七条第一項に規定する構
造方法を用いるもの又は同項の規定による認定を受けたも
の に 限 る 。） の 構 造 方 法 を 用 い る 構 造
七 十五分以 下であ る場合 次 の 又は のい ずれか に掲
げる構造
に定め る構造
七十 五分間 準耐火構造
ロ 木造建 築物の軒 裏（イに 規定する ものを 除く。）に あって
は 、次の から までに掲 げる固 有通常火 災終了 時間の区分
に応じ、 それぞ れ当該 から ま でに定 める構造 とする ほか
、取 合い等の部 分が炎 侵入防止 構造であ ること 。
九十分を超える場合 通常火災終了時間が固有通常火災
終了時間以上である建築物の軒裏（法第二十一条第一項に
規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定
を受けたものに限る。）又は特定避難時間が固有通常火災
終了時間以上である建築物の軒裏（法第二十七条第一項に
規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定
を受けたものに限る。）の構造方法を用いる構造
七 十五分を 超え、 九十分以下 である 場合 次 の 又は
のいずれ かに掲 げる構造
に定め る構造
令和 元年国 土交通省告 示第百 九十四号 第第二第 三項第
二号 イ又は ロのいずれ かに該 当する構 造
六 十分を超 え、七 十五分以下 である 場合 次 の 又は
のいず れかに掲 げる構造
又は のい ずれかに 掲げる構 造
七十 五分間 準耐火構 造
六十 分以下 である場合 次の 又は のいず れかに掲 げ
(１)

(２)
(ⅰ)

(１)

(ⅰ)

(ⅱ) (ⅰ)

(二) (一)

(ⅱ) (ⅰ)

(一)

(ⅰ)

(ⅰ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅱ)
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(ⅱ)

(１)

(２)

(３)

(４)

(４)

(ⅱ)

(１)

(４)

(ⅱ)

(二)

る構造
又は の いずれか に掲げ る構造
令 和元年国 土交通省 告示第 百九十五 号第五 第二号又は
第三号のい ずれか に定める 構造方法 を用いる 構造
３ 第 一項の「通 常火災 終了時間 防火設備 」は、次 の各号 に掲げる 当
該建 築物の固 有通常火 災終了 時間の区分 に応じ 、それぞ れ当該 各号
に 定める防 火設備（ 周囲の部 分（防 火設備から 内側に 十五セン チメ
ー トル以 内の間に 設けられ た建具が ある場 合において は、そ の建具
を含む。 ）が不 燃材料で 造られた 開口部に 取り付 けられたも のであ
って、 枠若しく は他の 防火設備 と接する 部分を相 じゃく りとし、又
は定 規縁若し くは戸当 たりを 設ける等閉 鎖した 際に隙間 が生じ ない
構 造とし、 かつ、取 付金物が 当該防 火設備が閉 鎖した 際に露出 しな
い ように 取り付け られたも のに限る 。第九 項において 同じ。 ）をい
う。
一 九 十分を超 える場 合 通常 の火災に よる火熱 が加え られた場合
に、加 熱開始 後固有通 常火災 終了時間当 該加熱 面以外の 面に火炎
を出さないものとして、法第六十一条の規定による国土交通大臣
の認定を受けた防火設備
二 七十五分を 超え、 九十分以 下である 場合 次 のイか らホまで の
いず れかに該 当する防 火設備
イ 前号に 定める防 火設備
ロ 平成 二十七年 国土交通 省告示第 二百五十 号第二 第一号ロ に適
合する構 造方法を 用いる 防火設備
ハ 骨組を鉄材又は鋼材とし、両面にそれぞれ厚さが一ミリメー
ト ル 以 上 の 鉄 板又 は 鋼板 を 張 っ た 防 火 設 備
ニ 鉄 材 又 は 鋼 材で 造 ら れ た も の で 鉄 板 又 は 鋼 板の 厚 さ が 一 ・ 八
ミ リメート ル以上 の防火設 備
厚さ 三十ミ リメート ル以上の 繊維強 化セメント 板で造 られた
防火設 備
ホ

(ⅱ) (ⅰ)

(３)
(ⅰ)

(ⅱ)

（新設）
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、 α、

、

、

分）

及び

は、そ れぞ

三 六十分を超え、七十五分以下である場合 次のイ又はロのいず
れ かに 該 当 す る 防 火 設 備
イ 前号に 定める防 火設備
ロ 七十 五分間防 火設備
四 四十五分を超え、六十分以下である場合 次のイ又はロのいず
れ かに 該 当 す る 防 火 設 備
イ 前号に定 める防 火設備
ロ 特定 防火設備
五 四十五分である場合 次のイ又はロのいずれかに該当する防火
設備
イ 前 号に定 める防火 設備
ロ 令第百十四条第五項において読み替えて準用する令第百十二
条第二十項に規定する構造方法を用いる防火設備又は同項の規
定による 国土交通 大臣の認 定を受け た防火 設備
４ 前 各項の「 固有通常 火災終了 時間」は 、次の 式によっ て計算し た
値と する。

この式に おいて、

れ次の数 値を表す ものと する。
固有 通常火 災終了時 間（単位

四 項 に 規 定 する 在 館 者避 難 時 間 （ 単位

分）

平 成二十 七年国土 交通省告 示第二百 五十五号 第一第

α 平 成二十七 年国土 交通省告示 第二百 五十五号 第一第
四 項 に 規 定 す る 当 該建 築 物 の 各室 に お け る火 災 温 度 上
昇 係 数 の うち 最 大 の もの

N

（新設）

- 38 -

平成二十 七年国 土交通省 告示第二 百五十 五号第一第
四項に規定する常備消防機関の現地到着時間（単位
分）
次の式によって計算した当該建築物の各室（以下「

は、それぞれ次の数値

火災室」という。）で火災が発生した場合における地
上から当該火災室までの移動時間のうち最大のもの（
単位 分）

及び

（新設）
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こ の 式に お い て、
を 表 す もの と す る 。

分）

火災室で火災が発生した場合における地上
から当該火災室までの移動時間（単位

平 成 二 十七 年 国 土交 通 省 告 示 第二 百 五 十五
号第一第七項に規定する火災室で火災が発生し
た 場合 に お け る地 上 か ら当 該 火 災 室ま で の 移 動
時 間 （ 単位 分 ）
当該建築物の階数
５ 第 二項の「 補正固有 通常火 災終了時間 」は、 次の式に よって 計算
した 値とす る。
N

この 式にお いて、

、

、

、

、

及び

分）

は、そ れぞれ

ミ リメー

及びαは 、それぞ れ次の数 値

ミリ メート ル毎分）

次 の式に よって計算 した放 水開始以 前の炭化 速度（ 単

補正固 有通常火災 終了時 間（単位

次の数 値を表 すものとす る。

位

こ の式にお いて、
を表すもの とする 。
放 水開始 以前の炭化 速度（ 単位

トル毎分 ）
α 平成二 十七年国土 交通省 告示第二 百五十五
号第一第四項に規定する当該建築物の各室に
おける火災温度上昇係数のうち最大のもの

分）

平成二 十七年国 土交通省 告示第二 百五十 五号第一第 四
項に規定する在館者避難時間（単位

分）

平 成二十 七年国土 交通省告 示第二百 五十五号 第一第 四
項に規定する常備消防機関の現地到着時間（単位

前項に規定する火災室で火災が発生した場合における

- 40 -

N

地上から当該火災室までの移動時間のうち最大のもの（
単位 分）
当 該 建 築物 の 階 数
N

６ 第一項の「上階延焼抑制防火設備」は、次の各号に掲げる当該外
壁の開口部の必要遮炎時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め
る 防 火設 備 を い う 。
一 六 十 分を 超 え る場 合 通 常 の 火 災 に よ る 火 熱 が 加 え ら れ た 場 合
に 、加熱 開始後必 要遮炎時 間加熱面 以外の面 に火炎 を出さな いも
のとして 、法第 六十一条 の規定に よる国土 交通大臣 の認定 を受け
た防火 設
二 四十 五 分 を 超 え 、 六 十 分 以 下 で あ る 場 合 次 の イ 又 は ロ の い ず
れ かに掲げ る防火設 備
イ 前号 に定める 防火設備
ロ 特定 防火設 備
三 三十分を超え、四十五分以下である場合 次のイ又はロのいず
れか に 掲 げる 防 火 設 備
イ 前号 に 定 め る防 火 設 備
ロ 令第百十四条第五項において読み替えて準用する令第百十二
条第二十項に規定する構造方法を用いる防火設備又は同項の規
定による 国土交通 大臣の認 定を受け た防火 設備
四 二十分を超 え、三 十分以下 である場 合 次の イ又は ロのいず れ
かに掲 げる防 火設備
イ 前 号 に定 め る 防 火設 備
ロ 令和元年 国土交 通省告示 百九十四 号第二第 四項に 規定する 三
十分間 防火設備
五 二十 分以下で ある場合 次のイ 又はロ のいずれか に掲げ る防火
設備
イ 前号に定める防火設備
ロ 法第 二条第九 号の二ロ に規定す る防火設 備
前項の「必要遮炎時間」は、次の式によって計算した値とする。
７

（新設）

（新設）
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この 式 に お い て、

、α、

数値を表すものとする。
必要遮炎時間（単位

、

分）

及び

、

、

は、それぞれ次の

及び

は、 そ

次の式 によっ て計算し た上階 延焼抑制時 間（単 位

、

分

- 42 -

α 平成二十 七年国土 交通省 告示第二 百五十五 号第一 第四
項に規定する当該建築物の各室における火災温度上昇係
数 の う ち 最大 の も の

）

こ の式にお いて、

分）

れぞれ次の 数値を 表すもの とする 。
上階延 焼抑制時間 （単位

号第一第四項に規定する常備消防機関の現地到
着 時間 （ 単 位 分 ）

平成二 十七年 国土交通省 告示第 二百五十 五

号第 一第四項に規 定する在 館者避 難時間（ 単位
分）

平成 二十七年 国土交通 省告示第 二百五 十五

N

第四項に規定する火災室で火災が発生した場
合における地上から当該火災室までの移動時間
のうち最大のもの（単位 分）
当 該 建 築物 の 階 数

平 成二十七 年国土 交通省告 示第二百 五十五号 第一第七
項 に 規 定 す る 天 井燃 焼 抑 制 時間 （ 単 位 分 ）
次の表の上欄に掲げる当該他の外壁の開口部に防火上
有効に設けられているひさしその他これに類するもの（
火災時倒壊防止構造の床の構造方法を用いるものに限る
。）の長さに応じ、それぞれ同表下欄に定める数値

〇 ・ 九以 上 一 ・ 五未 満

〇 ・ 九 未満

一・六

一・二五

一

数値

一・五以上二・〇未満

二

ひ さ し その 他 こ れ に 類す
るものの長さ（単位 メ
ートル）

二・〇以上

８ 第一項 及び第 二項の「 七十五 分間準耐火 構造」 は、次の 各号に掲
げる建 築物の部 分の区分 に応じ 、それぞ れ当該各 号に定め る基準に
適合 する構造 をいう。

２ 前項 第一号 の「七十五 分間準 耐火構造 」とは、 次の各号 に掲げ る
建築物 の部分の 区分に応 じ、それ ぞれ当該 各号に 定める基 準に適合
する構 造をい う。
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N

(一)

(１)

(２)
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一 耐力壁 次に掲げ る基準
イ 木造建築 物の耐 力壁（そ の全部又 は一部に 木材を 用いたもの
でそ の全部 又は一部 に防火 被覆を設け ていな いものに 限る。）
にあっては 、次の 又 は のいずれ かに掲 げる基準 に適合す る
こと。

構造用集 成材、 構造用単板 積層材 又は直交集 成板を 使用す
るもの であり、 かつ、 次に掲げる 基準に 適合する 構造で ある
ほか 、取合い 等の部分 が炎侵 入防止構造 である こと。

一 耐 力壁 次に掲げ る基準
イ 自重又 は積載 荷重（令第 八十六 条第二項た だし書 の規定に よ
り 特定行 政庁が指定 する多 雪区域に おける建 築物にあ っては 、
自重、積 載荷重 又は積雪荷 重）を 支える部 分の全部 又は一部 に
木材を 用いた建 築物（ 以下この項 におい て「木造 建築物」 とい
う。） の耐力 壁（その 全部又 は一部に木 材を用 いたもので その
全 部又は一部 に防火 被覆を設 けていな いものに 限る。 ）にあっ
て は、次 の 又 は のいず れかに掲 げる基準 に適合す ること 。
構造用集 成材、 構造用単 板積層材 又は直交 集成板 （それぞ
れ集成 材の日本 農林規格 （平成 十九年農林 水産省 告示第千 百
五十 二号）第 二条、単 板積層材 の日本 農林規格（ 平成二 十年
農林 水産省告 示第七 百一号） 第二条又 は直交集 成板の日 本農
林規 格（平 成二十五 年農林 水産省告 示第三千 七十九号 ）第二
条に規定 する使用 環境Ａ又 はＢの表 示をし てあるも のに限る
。以下 この項に おいて同 じ。）を 使用する もので あり、か つ
、次に 掲げる 基準に適 合する構 造である ほか、取 合いの 部分
、目 地の部分 その他 これらに 類する部 分（以下 この項に おい
て 「取合い 等の部分 」とい う。）が 当該取合 い等の部 分の裏
面に当て 木を設け ることそ の他の当 該建築 物の内部 への炎の
侵入を 有効に防 止するこ とができ る構造（ 以下こ の項にお い
て「炎 侵入防 止構造」 という。 ）である こと。
当 該耐力 壁の接合 部の構造 方法が 、次に定め る基準 に従
って、通 常の火災 時の加 熱に対し て耐力の 低下を有 効に防
止する ことがで きる構造 であるこ と。
接合 部のうち 木材で造 られた部 分の片 側（当該 耐力壁
が面 する室内 におい て発生する 火災に よる火熱 が当該 耐
力 壁の両側 に同時に 加えら れるおそれ がある 場合にあ っ
ては、両 側。以下 この項に おいて 同じ。）の 表面（ 木材
その他 の材料で 防火上有 効に被覆 された 部分を除く 。）
(１)

(２)

(イ)

(ロ)

(ⅰ)

(１)

当該 耐力壁の 接合部の 構造方 法が、次 に定め る基準に従
っ て、通 常の火災時 の加熱 に対して 耐力の低 下を有 効に防
止するこ とがで きる構造 であるこ と。
接合 部のうち木 材で造 られた部 分の片側 の表面（ 木材
その 他の材料 で防火上 有効に被 覆され た部分を除 く。）
から 内側に 、次の 又は に 掲げる場 合の区 分に応じ、
そ れぞれ当 該 又は に定め る値の 部分が除 かれた とき
の残りの 部分が、 当該接 合部の存在 応力を 伝えるこ とが

(１)

(ⅰ)
(一)

(イ)

(ロ)

(ロ)
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できる 構造で あること。

から内 側に、 次の 又は に掲 げる場 合の区分 に応じ、
それ ぞれ当該 又は に定め る値の部 分が除か れたと き
の 残りの部 分が、当 該接合 部の存在応 力を伝 えること が
できる構 造である こと。
構造 用集成材、 構造用 単板積層材 又は直 交集成板 に
使用す る接着 剤（以下 単に「接 着剤」と いう。） とし
て、 フェノー ル樹脂、 レゾル シノール 樹脂又 はレゾル
シ ノール・ フェノー ル樹脂（ 以下「 フェノー ル樹脂 等
」という。 ）を使 用する場 合（構造 用集成材 又は直 交
集成板 を使用する 場合に あっては 、ラミナ の厚さ が十
二ミリ メート ル以上の場 合に限 る。） 六・五セ ンチ
メー トル
接 着剤と して、フ ェノール 樹脂等以 外のも のを使用
する場合 （構造用 集成材 又は直交集 成板を 使用する 場
合にあ っては、 ラミナの 厚さが 二十一ミリ メート ル以
上の 場合に限 る。） 八・五セ ンチメ ートル
接合 部にボル ト、ドリ フトピ ン、釘、 木ねじそ の他こ
れ らに類 するものを 用いる 場合にお いては、 これらが 木
材その他 の材料 で防火上有 効に被 覆されて いること 。
接合部 に鋼材の 添え板そ の他これ に類する ものを 用い
る場合 におい ては、こ れらが埋 め込まれ 、又は 挟み込ま
れ ていること 。ただ し、木材 その他の 材料で 防火上有 効
に 被覆さ れている場 合にお いては、 この限り でない 。
当 該耐力 壁を有す る建築物 全体が、 次に定め る基準 に従
っ た構造計 算によっ て通常の 火災に より容易に 倒壊す るお
そ れのな いことが 確かめ られた構造 である こと。
主要構造部 である 耐力壁の うち木材 で造られ た部分 の
表面（木 材その他 の材料で 防火上 有効に被覆 された 部分
を除く 。）から 内側に、
又は に掲 げる場合 の

(ロ)

(１)
(ⅰ)
(一)
(イ)

接着剤 として、フ ェノー ル樹脂等 を使用 する場合（
構造 用集成材 又は直交 集成板 を使用する 場合に あって
は 、ラミナ の厚さが 十二ミリ メート ル以上の場 合に限
る 。） 六・五セン チメー トル

(ロ)

接 着剤と して、フェ ノール 樹脂等以 外のもの を使用
する場合 （構造 用集成材又 は直交 集成板を 使用す る場
合にあ っては、 ラミナ の厚さが二 十一ミ リメート ル以
上の 場合に限 る。） 八・五 センチメー トル
第 二項第一 号イ
及び に定める基準。
(１)
(ⅰ)
(二)

(イ)

(ロ)

(イ)

(ロ)

（削る）

(一)

(二)

(三)

(一)

(三)

(１)
(ⅰ)
(一)
(イ)

(二)

当該耐力 壁を有す る建築 物全体が 、次に定 める基準 に従
った 構造計算に よって 通常の火 災により 容易に倒 壊するお
それ のないこ とが確か められ た構造で あること 。
主 要構造部 である耐 力壁のう ち木材 で造られ た部分の
表 面（木材 その他 の材料で防 火上有 効に被覆 された 部分
を除く。 ）から内 側に、
又は に掲 げる場合の
(ⅱ)

(ⅱ)

(イ)

(ロ)

(イ)

区分に 応じ、 それぞれ当 該 又は に定 める値の 部分が
除か れたとき の残りの 断面（ 及び において 「残存断
面」 という 。）につ いて、令 第八十二 条第二 号の表に 掲
げる長期の 組合せ による各 応力の合 計により 、長期 応力
度を計 算すること 。
によっ て計算 した長期応 力度が 、残存断 面につ いて
令第 九十四条 の規定に 基づき計 算した 短期の許 容応力度
を超 えない ことを確 かめるこ と。
残存断面の 厚さが 二十セン チメート ル以上で あるこ と。
通常火災終了時間が七十五分間以上である建築物の耐力壁
（法第二十一条第一項に規定する構造方法を用いるもの又は
同項の規定による認定を受けたものに限る。）又は特定避難
時間が七十五分間以上である建築物の耐力壁（法第二十七条
第一項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定によ
る 認 定を 受 け たも の に 限る 。 ） の 構 造 方 法 を 用 い る 構 造 で あ
るこ と。
ロ 木造建築 物の耐 力壁（イ に規定す るものを 除く。 ）にあっ て
は 、次の か ら までのいず れかに 該当する もので あるほか、
取合い等 の部分が 炎侵入防 止構造で あるこ と。
(ⅲ)

(二)

(５)

(一)

(１)

(３)

(二)

(イ)

(ⅲ)

(ロ)

平 成二十七年 国土交 通省告示 第二百五 十号第 二第一号 イ
か ら までの いずれか に該当 する構造で あるも の
間柱及び 下地を 木材、鉄 材又は鋼 材で造り 、かつ、 その両
側に 防火被覆（ 強化せ っこうボ ードを二 枚以上張 ったも ので
、そ の厚さ の合計が四 十二ミ リメート ル以上の ものに限 る。
） を設け、 かつ、 当該壁が外 壁であ る場合に あっては 、屋外
側 の防火 被覆の上 に金属 板、軽量気 泡コン クリート パネル若
しくは窯 業系サ イディン グを張っ たもの又 はモル タル若し く

区分に 応じ、 それぞれ 当該 又は に 定める値 の部分が
除 かれたとき の残り の断面（ 及 び におい て「残存 断
面 」とい う。）につ いて、 令第八十 二条第二 号の表に 掲
げる長期 の組合 せによる各 応力の 合計によ り、長期 応力
度を計 算するこ と。
によ って計 算した長期 応力度 が、残存断 面につ いて
令 第九十四条 の規定 に基づき 計算した 短期の 許容応力 度
を 超えな いことを確 かめる こと。
残 存断面 の厚さが二 十セン チメート ル以上で あること 。
法第二 十一条第 一項の 規定により 令第百 九条の五 第一号 に
掲げる 基準に 適合する建 築物と した建築 物（通常 火災終 了時
間が 七十五分 間以上 であるも のに限る 。以下こ の項にお いて
同じ 。）又 は法第二 十七条 第一項の 規定によ り令第百 十条第
一号に掲 げる基準 に適合す る建築物 とした 建築物（ 特定避難
時間が 七十五分 間以上で あるもの に限る。 以下こ の項にお い
て同 じ。）の 耐力壁の 構造方法 を用い る構造であ ること 。
ロ 木造建 築物の 耐力壁（イ に規定 するもの を除く。 ）及び 組積
造 、鉄骨 造、鉄筋 コンクリ ート造又 は鉄骨鉄 筋コン クリート 造
の建築物 （以下 「組積造 の建築物 等」と いう。）の 耐力壁 にあ
っては 、次の から までのい ずれかに 該当する ものであ るほ
か、取 合い等 の部分が 炎侵入 防止構造で あるこ と。
平 成二十七 年国土 交通省告 示第二百 五十号第 二第一号 イ
から までの いずれか に該当す る構造 であるもの
間柱及 び下地を 木材又は 鉄材で造 り、か つ、その 両側に防
火被覆 （強化 せっこうボ ード（ ボード用原 紙を除 いた部分 の
せっ こうの含 有率を 九十五パー セント 以上、ガ ラス繊維 の含
有率 を〇・ 四パーセ ント以 上とし、か つ、ひ る石の含 有率を
二・五パー セント 以上とし たものに 限る。以 下この 項におい
て同じ 。）を二枚 以上張 ったもの で、その 厚さの合 計が四 十
(２)

(１)

(２)

(２)

(１)

(２)

(１)

(ⅲ)

(５)

(二)

(一)

(１)

(３)

(二)

(イ)

(ⅲ)

(ロ)

(１)
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二ミリ メート ル以上の ものに限 る。）を 設け、か つ、当 該耐
力壁 が外壁で ある場 合にあって は、屋 外側の防 火被覆の 上に
金属 板、軽 量気泡コ ンクリ ートパネル 若しく は窯業系 サイデ
ィングを張 ったも の又はモ ルタル若 しくはし っくい を塗った
もの
イ に規 定する 構造であ るもの
二 非耐力壁 次に 掲げる基 準
イ 木造 建築物の 非耐力 壁（その全 部又は 一部に木 材を用い たも
のでその 全部又 は一部に 防火被覆 を設けて いないも のに限 る。
）にあ っては、 次の 又は の いずれか に掲げ る基準に適 合す
るこ と。
構 造用集成 材、構 造用単板積 層材又 は直交集 成板を使 用す
る ものであ り、か つ、当該 非耐力壁 の厚さが 次の 又は に
掲げる場 合の区分 に応じ 、それぞれ 当該 又は に 定める 値
以上で あるほか 、取合い 等の部 分が炎侵入 防止構 造である こ
と。
接着剤 として 、フェノ ール樹脂 等を使 用する場 合（構造
用 集成材 を使用す る場合 にあっては ラミナ の厚さが 十二ミ
リメート ル以上 の場合に 限り、直 交集成 板を使用 する場合
にあ ってはラミ ナの厚 さが十二 ミリメー トル以 上で、か つ
、加 熱面の 表面から 六・五セ ンチメー トルの部 分が除 かれ
た ときに、 互いに 接着され た平行層 と直交層 が存在す る場
合に限る 。） 九 ・五セ ンチメー トル
接 着剤と して、フ ェノール 樹脂等以 外のもの を使用 する
場合 （構造用 集成材を 使用する 場合にあ っては ラミナの 厚
さが 二十一 ミリメー トル以上 の場合に 限り、直 交集成 板を
使 用する場 合にあ ってはラ ミナの厚 さが二十 一ミリメ ート
ル以上で 、かつ、 加熱面 の表面か ら八・五 センチメ ートル
の部分 が除かれ たときに 、互いに 接着さ れた平行 層と直 交

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅱ)
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(３)

(１)

(２)

(１)

(２)

はし っくいを 塗ったも の

(２)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅱ)

イ に掲 げる基準 に適合す るもの
二 非耐力 壁 次に 掲げる基 準
イ 木造 建築物の非 耐力壁 （その全部 又は一 部に木材 を用い たも
のでその全 部又は 一部に防 火被覆を 設けてい ないも のに限る 。
）にあ っては、次 の 又は のい ずれかに 掲げる 基準に適 合す
ること 。
構 造用集成材 、構造 用単板積 層材又は 直交集成 板を使 用す
る もので あり、か つ、当該 非耐力壁 の厚さ が次の 又は に
掲げる場 合の区 分に応じ 、それぞ れ当該 又は に定める 値
以上で あるほか 、取合 い等の部分 が炎侵 入防止構 造であ るこ
と。
接着 剤として 、フェノ ール樹 脂等を使 用する場 合（構造
用 集成材 を使用する 場合に あっては ラミナの 厚さが十 二ミ
リメート ル以上 の場合に限 り、直 交集成板 を使用す る場合
にあっ てはラミ ナの厚さ が十二ミ リメー トル以上 で、かつ
、加熱 面の表 面から六 ・五セン チメート ルの部 分が除か れ
た ときに、互 いに接 着された 平行層と 直交層 が存在す る場
合 に限る 。） 九・ 五セン チメート ル
接着剤と して、フ ェノー ル樹脂等以 外のも のを使用 する
場合（ 構造用集 成材を使 用する 場合にあ ってはラ ミナの厚
さが 二十一ミ リメート ル以上の 場合に 限り、直 交集成板 を
使 用する場 合にあっ てはラミ ナの厚さ が二十 一ミリメ ート
ル 以上で 、かつ、 加熱面の 表面から 八・五セ ンチメ ートル
の部分が 除かれ たときに 、互いに 接着され た平行層 と直交

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(３)

(１)

(２)

(１)

層が存 在する 場合に限る 。） 十一・五 センチ メートル
通常火災終了時間が七十五分間以上である建築物の非耐力
壁（法第二十一条第一項に規定する構造方法を用いるもの又
は同項の規定による認定を受けたものに限る。）又は特定避
難時間が七十五分間以上である建築物の非耐力壁（法第二十
七条第一項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定
に よ る 認定 を 受 けた も の に 限 る。 ） の 構 造 方 法 を 用 い る 構 造
で あるこ と。
ロ 木造 建築物 の非耐力壁 （イに 規定するも のを除 く。）に あっ
ては、 次の から まで のいずれ かに該当 するも のである ほか
、取合 い等の 部分が炎侵 入防止 構造であ ること。
平 成二十 七年国土交 通省告 示第二百 五十号第 二第一号 イ
から まで のいずれ かに該当 する構造 であるも の
前号ロ に該当する構造であるもの

層が 存在する 場合に限 る。） 十一・五 センチ メートル
法第 二十一 条第一項 の規定に より令第 百九条の 五第一 号に
掲げ る基準 に適合す る建築 物とした建 築物又 は法第二 十七条
第一項の規 定によ り令第百 十条第一 号に掲げ る基準 に適合す
る建築 物とした建 築物の 非耐力壁 （外壁に あっては 、延焼 の
おそれ のある 部分に限る 。）の 構造方法 を用いる 構造であ る
こ と。

ロ 木造 建築物 の非耐力 壁（イ に規定する ものを 除く。） 及び組
積造の 建築物等 の非耐 力壁にあ っては、 次の から まで のい
ずれ かに該当 するもの である ほか、取 合い等の 部分が炎 侵入防
止 構造である こと。
平 成二十 七年国土 交通省 告示第二百 五十号 第二第一 号イ
から までの いずれ かに該当 する構造 であるも の
間柱及 び下地を 木材又 は鉄材で造 り、か つ、その 両側に 防
火被覆 （強化 せっこう ボードを 二枚以上 張ったも ので、 その
厚さ の合計が 四十二 ミリメー トル以上 のものに 限る。） を設
け 、かつ、 当該非耐 力壁が 外壁であ る場合に あっては 、屋外
側の防火 被覆の上 に金属板 、軽量気 泡コン クリート パネル若
しくは 窯業系サ イディン グを張っ たもの又 はモル タル若し く
はしっ くいを 塗ったも の
イ に規定する 構造で あるもの
三 柱 次 に掲げ る基準
イ 木 造建築物 の柱（そ の全部 又は一部 に木材を 用いたも のでそ
の全部 又は一 部に防火 被覆を設 けていな いもの に限る。） にあ
って は、次の 又は のいず れかに掲 げる基準 に適合 すること
。

(２)

(１)

(１)

(２)

(１)

(３)

構 造用集 成材又は 構造用 単板積層材 を使用 するもので あり
、かつ 、次に掲げ る基準 に適合す る構造で あるほか 、取合 い
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(３)

イ に 掲げる基 準に適合 するもの
三 柱 次に掲げ る基準
イ 木造 建築物 の柱（そ の全部又 は一部に 木材を用 いたも のでそ
の全部 又は一部 に防火被 覆を設 けていない ものに 限る。） にあ
って は、次の 又 は のいずれ かに掲 げる基準に 適合す ること
。
(２)

(１)

(１)

(２)

構造用集成材又は構造用単板積層材を使用するものであり
、かつ、 次に掲 げる基準 に適合す る構造で あるほ か、取合 い

(１)

(５)

(２)

(５)

(２)

(２)

(３)

(１)

(２)

(１)

(２)

(３)

(１)

(１)

等の 部分が炎 侵入防止 構造であ ること。
令第 四十六条 第二項第 一号イ及 びロに 掲げる基 準に適合
し ているこ と。
当該柱を接 合する 継手又は 仕口が、 昭和六十 二年建 設省
告示第千九百一号に定める基準に従って、通常の火災時の
加熱に 対して 耐力の低下 を有効 に防止す ること ができる構
造 であること 。この 場合におい て、同 告示第一 号イ中 「二
・ 五セン チメートル 」とあ るのは「令 和元年 国土交通 省告
示第百九 十三号 第一第八項 第一号 イ
又は に 掲げ
る場合 の区分に 応じ、そ れぞれ当 該 又は に定める 値」
と読み 替える ものとする 。
当該 柱を有す る建築物 全体が 、昭和六 十二年建 設省告示
第 千九百 二号に定め る基準 に従った 構造計算 によって 通常
の火災に より容 易に倒壊す るおそ れのない ことが確 かめら
れた構 造である こと。こ の場合に おいて 、同告示 第二号イ
中「二 ・五セ ンチメー トル」と あるのは 「令和 元年国土 交
通 省告示第百 九十三 号第一第 八項第一 号イ
又は
に 掲げる 場合の区分 に応じ 、それぞ れ当該 又 は に定 め
る値」と 読み替 えるものと する。
主要構 造部であ る柱のう ち木材で 造られた 部分の 表面（
木材そ の他の 材料で防 火上有効 に被覆さ れた部 分を除く 。
） から内側に 、第一 号イ
又は に掲げる 場合の区
分 に応じ 、それぞれ 当該 又は に定める値 の部分 が除か
れたとき の残り の断面の 小径が、 二十セン チメート ル以上
である こと。
次の 又 は のいず れかに掲げ る構造 であるこ と。
耐火 構造（ 二時間通常 の火災 による火 熱が加 えられた場
合 に、構 造耐力上 支障のあ る変形、 溶融、破 壊その 他の損
傷を生じ ないも のに限る 。第五号 イ
において同 じ。）

等の部 分が炎 侵入防止 構造であ ること。
令第四 十六条 第二項第 一号イ及 びロに掲 げる基 準に適合
し ている こと。
当 該柱を 接合する継 手又は 仕口が、 昭和六十 二年建設 省
告 示第千九 百一号に 定める基 準に従 って、通常 の火災 時の
加熱 に対し て耐力の低 下を有 効に防止す ること ができる 構
造 であるこ と。こ の場合にお いて、 同告示第 一号イ中 「二
・ 五セン チメート ル」と あるのは「 令和元 年国土交 通省告
示第百九 十三号 第一第二 項第一号 イ
又は に 定め
る値」と 読み替 えるもの とする。 第五号イ
に おいて同
じ。
当該柱 を有す る建築物 全体が、 昭和六十 二年建 設省告示
第 千九百 二号に定 める基 準に従った 構造計 算によっ て通常
の火災に より容 易に倒壊 するおそ れのない ことが 確かめら
れた 構造である こと。 この場合 において 、同告示 第二号 イ
中「 二・五 センチメー トル」 とあるの は「令和 元年国土 交
通 省告示第 百九十 三号第一第 二項第 一号イ
又は
に 定める 値」と読 み替え るものとす る。第 五号イ
にお
いて同じ 。
主要構造 部であ る柱のう ち木材で 造られた 部分の表 面（
木材 その他 の材料で 防火上有 効に被覆 された部 分を除 く。
） から内側 に、第 一号イ
又 は に掲げ る場合の 区
分に応じ 、それぞ れ当該 又 は に定める 値の部 分が除か
れたと きの残り の断面の 小径が、 二十セ ンチメー トル以上
であ ること。
次の 又 は のいず れかに掲 げる構 造であるこ と。
耐火 構造（通 常の火災 による火 熱が加 えられた 場合に 、
二時間構 造耐力上 支障の ある変形 、溶融、 破壊その 他の損
傷を生 じないも のに限る 。第五号 イ
において 同じ。 ）

(ロ)
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(ロ)

(１)
(ⅰ)
(一)
(１) (イ)
(ⅲ)

(１)
(ⅰ)
(一)
(１) (イ)
(ⅱ)

(ロ)

(２)
(ⅰ)

(ロ)

(イ) (１)
(ⅰ)
(一)
(ロ) (イ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(イ) (１)
(ⅰ)
(一)
(ロ) (イ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅳ)

(ⅰ)

(イ) (１)
(ⅰ)
(一)
(ロ) (イ)

(ロ)

(２)
(ⅰ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅳ)

(ⅰ)

(２)

(ⅰ)

(ⅱ)

(イ) (１)
(ⅰ)
(一)
(ロ) (イ)

(ロ)

(２)

であ るもの
法第 二十一条 第一項 の規定によ り令第 百九条の 五第一 号
に 掲げる基 準に適 合する建 築物とし た建築 物又は法第 二十
七条第一 項の規定 により 令第百十 条第一号 に掲げ る基準に
適合す る建築物 とした 建築物の柱 の構造 方法を用 いる構 造

ロ 木造 建築物 の柱（イ に規定 するものを 除く。 ）及び組 積造の
建築物 等の柱に あって は、次の 又 は のいず れかに該当 する
もの であるほ か、取合 い等の 部分が炎 侵入防止 構造で あること
。
イ
又 は のいずれ かに掲 げる構造 であるも の
防火被覆 （強化 せっこう ボードを 二枚以 上張った もので、
その厚 さの合 計が四十六 ミリメ ートル以上 のもの に限る。 ）
を設 けたもの
四 床 次 に掲げる 基準
イ 木造 建築物の 床（そ の全部又 は一部に 木材を用 いたもの でそ
の全部 又は一部 に防火被 覆を設け ていな いものに限 る。） にあ
っては 、次の 又 は のいず れかに掲げ る基準 に適合す ること
。

通常火災終了時間が七十五分間以上である建築物の柱（
法第二十一条第一項に規定する構造方法を用いるもの又は
同項の規定による認定を受けたものに限る。）又は特定避
難時間が七十五分間以上である建築物の柱（法第二十七条
第一項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定に
よる認定を受けたものに限る。）の構造方法を用いる構造
ロ 木造 建築物 の柱（イに 規定す るものを 除く。） にあって は、
次の 又は の いずれか に該当 するもので あるほ か、取合 い等
の部分 が炎侵 入防止構 造である こと。
イ
又 は のいずれ かに掲げ る構造で あるも の
防火被覆 （強化 せっこうボ ードを 二枚以上 張ったも ので、
その 厚さの合計 が四十 六ミリメー トル以 上のもの に限る 。）
を設 けたも の
四 床 次 に掲げ る基準
イ 木造 建築物の 床（その 全部又は 一部に木 材を用 いたもの でそ
の全部又 は一部に 防火被 覆を設けて いない ものに限 る。） にあ
っては 、次の 又は の いずれ かに掲げる 基準に 適合する こと
。

(ⅱ)

構 造用集成 材、構 造用単板 積層材又 は直交集 成板を使 用す
るものであ り、か つ、次に 掲げる基 準に適合 する構 造である
ほか、 取合い等の 部分が 炎侵入防 止構造で あること 。
当該床 の接合部 の構造方 法が、次 に定め る基準に従 って
、通 常の火 災時の加 熱に対し て耐力 の低下を有 効に防 止す
る ことが できる構 造である こと。
接合部 のうち木 材で造ら れた部分 の表面（ 木材そ の他
の材料 で防火上 有効に被 覆された 部分を 除く。）か ら内
側に、 次の 又は に 掲げる場 合の区分 に応じ 、それぞ

(２)

構 造用集成 材、構造 用単板積 層材又は 直交集 成板を使 用す
る もので あり、か つ、次 に掲げる基 準に適 合する構 造である
ほか、取 合い等 の部分が 炎侵入防 止構造で あるこ と。
当該床 の接合部 の構造方 法が、 次に定める 基準に 従って
、通 常の火災 時の加熱 に対して 耐力の 低下を有 効に防 止す
る ことがで きる構造 であるこ と。
接 合部の うち木材 で造られ た部分 の表面（ 木材その 他
の材料で 防火上有 効に被 覆された部 分を除 く。）か ら内
側に、 第一号 イ
又は に掲 げる場合 の区分 に応

(１)

(一)

(１)
(ⅰ)
(一)
(イ)

(ロ)

(ⅰ)

(一)

(イ)

(ロ)

(２) (１)

(１)

(２) (１)

(１)

- 50 -

(ⅱ)

(ⅰ)

(２)
(ⅰ)

(ⅱ)

(１)

(２)

(２)
(ⅰ)

(１)

(ⅱ)

(２)

(１)

(２)

に定める基準。

(イ)

(ロ)

じ、そ れぞれ 当該 又は に定 める値の 部分が除 かれた
とき の残りの 部分が、 当該接合 部の存 在応力を 伝えるこ
とが できる 構造であ ること。
（削る）

（削る）

(ロ)

及び
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第 二項第一 号イ

（削る ）

れ当該 又は に定め る値の部 分が除 かれたと きの残り
の 部分が、当 該接合 部の存在 応力を伝 えること ができ る
構 造であ ること。
接着剤と して、フ ェノール 樹脂等 を使用す る場合 （
構造用 集成材又は 直交集 成板を使 用する場 合にあっ て
は、ラ ミナの 厚さが十二 ミリメ ートル以 上の場合 に限
る。 ） 六・ 五センチ メートル
接 着剤と して、フェ ノール 樹脂等以 外のも のを使用
する場合（ 構造用 集成材又 は直交集 成板を使 用する 場
合にあ っては、ラ ミナの 厚さが二 十一ミリ メート ル以
上の場 合に限 る。） 八 ・五セ ンチメー トル
接合部 にボル ト、ドリ フトピン 、釘、木 ねじその 他こ
れ らに類 するものを 用いる 場合にお いては、 これらが 木
材その他 の材料 で防火上有 効に被 覆されて いること 。
接合 部に鋼材 の添え板 その他こ れに類 するものを 用い
る場合 におい ては、こ れらが埋 め込まれ 、又は 挟み込ま
れ ていること 。ただ し、木材 その他の 材料で防 火上有 効
に 被覆さ れている場 合にお いては、 この限り でない。
当 該床を 有する建 築物全体 が、次に 定める基 準に従 った
構造 計算によっ て通常 の火災に より容易 に倒壊 するおそ れ
のな いこと が確かめ られた構 造である ほか、取 合い等 の部
分 が炎侵入 防止構 造である こと。
主要構 造部である 床のう ち木材で 造られた 部分の表 面
（木材 その他の 材料で防 火上有効 に被覆 された部分 を除
く。） から内 側に、
又 は に掲げる 場合の 区分
に応 じ、それ ぞれ当 該 又は に定め る値の部 分が除 か
れ たときの 残りの断 面（ 及び に おいて「 残存断面 」
という。 ）につい て、令第 八十二 条第二号の 表に掲 げる
長期の 組合せに よる各応 力の合計 により 、長期応力 度を

(１)
(イ) (ⅰ)
(二)
(一)
(イ)
(ロ)
(ⅲ)
(ロ)

(イ)

(１)
(ⅰ)
(二)

当該床を 有する建 築物全体 が、次に 定める 基準に従 った
構造計 算によっ て通常の 火災によ り容易 に倒壊す るおそれ
のない ことが 確かめら れた構造 であるほ か、取 合い等の 部
分 が炎侵入防 止構造 であるこ と。
主 要構造 部である床 のうち 木材で造 られた 部分の表 面
（木材そ の他の材 料で防 火上有効に 被覆さ れた部分 を除
く。） から内側 に、第一 号
又は に 掲げる 場合
の区 分に応じ 、それぞ れ当該 又は に定める値 の部分
が除 かれた ときの残り の断面 （ 及び にお いて「残存
断 面」とい う。） について、 令第八 十二条第 二号の 表に
掲げる長 期の組合 せによ る各応力の 合計に より、長 期応
(ⅱ)

(二)

(三)

(一)

(三)

(１)
(イ) (ⅰ)
(一)
(二)
(イ)
(ロ)
(ⅲ)
(ロ)

(二)
(一)

(ⅱ)

(イ)

(ロ)

五

力度を 計算す ること。
によ って計算 した長 期応力度が 、残存 断面につ いて
令第 九十四 条の規定 に基づき 計算した 短期の 許容応力 度
を超えない ことを 確かめる こと。
残存断 面の厚さが 二十セ ンチメー トル以上 であるこ と。
床の上 面に防 火被覆（強 化せっ こうボー ドを二枚 以上張
っ たもので、 その厚 さの合計が 四十六 ミリメー トル以 上の
も のに限 る。）を設 けるこ と。
通常火災終了時間が七十五分間以上である建築物の床（法
第二十一条第一項に規定する構造方法を用いるもの又は同項
の規定による認定を受けたものに限る。）又は特定避難時間
が七十五分間以上である建築物の床（法第二十七条第一項に
規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定による認定を
受けたものに限る。）の構造方法を用いる構造であること。
ロ 木 造建築物 の床（ イに規定す るもの を除く。 ）にあっ ては、
次の から までのい ずれかに 該当す るものであ るほか 、取合
い等 の部分が 炎侵入 防止構造 であるこ と。
(ⅳ) (ⅲ)

(３)

(一)

平成二十 七年国 土交通省告 示第二 百五十号 第二第一 号イ
から まで のいず れかに該 当する構 造であ るもの
根太及 び下地 を木材、 鉄材又は 鋼材で造 り、か つ、その 表
側 の部分に 防火被 覆（強化せ っこう ボードを 二枚以上 張った
も ので、 その厚さ の合計 が四十二ミ リメー トル以上 のものに
限る。） を設け 、かつ、 その裏側 の部分又 は直下 の天井に 防
火被 覆（強化せ っこう ボードを 二枚以上 張ったも ので、 その
厚さ の合計 が四十六ミ リメー トル以上 のものに 限る。） を設
け たもの
イ に 掲げる 基準に適 合するも の
次に 掲げる基 準
はり

五

(３)

計算す ること 。
に よって計 算した長 期応力度 が、残 存断面につ いて
令 第九十 四条の規定 に基づ き計算し た短期の 許容応力 度
を超えな いこと を確かめる こと。
残存断面 の厚さ が二十セン チメー トル以上 であるこ と。
床の上 面に防火 被覆（ 強化せっこ うボー ドを二枚 以上張
っ たもので 、その 厚さの合計 が四十 六ミリメ ートル以 上の
も のに限 る。）を 設ける こと。
法第二十 一条第 一項の規 定により 令第百九 条の五 第一号に
掲げる 基準に適合 する建 築物とし た建築物 又は法 第二十七 条
第一項 の規定 により令第 百十条 第一号に 掲げる基 準に適 合す
る建 築物とし た建築 物の床の 構造方法 を用いる 構造であ るこ
と。
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(一)

ロ 木造建築物 の床（ イに規定 するもの を除く。 ）及び 組積造の
建築 物等の床 にあって は、次 の から までの いずれ かに該当
す るもので あるほか 、取合い 等の部分 が炎侵 入防止構 造であ る
こ と。
平成二十 七年国 土交通省 告示第二 百五十 号第二第 一号イ
から まで のいずれ かに該 当する構 造である もの
根太 及び下 地を木材 又は鉄材 で造り、 かつ、そ の表側 の部
分に 防火被 覆（強化 せっこ うボードを 二枚以 上張ったも ので
、その厚さ の合計 が四十二 ミリメー トル以上 のもの に限る。
）を設 け、かつ、 その裏 側の部分又 は直下 の天井に 防火被 覆
（強化 せっこ うボードを 二枚以 上張ったも ので、 その厚さ の
合計 が四十六 ミリメ ートル以上 のもの に限る。 ）を設け たも
の

(１)

(二)

に規定 する構造で あるも の
次に掲 げる基 準

(３)

(ⅳ) (ⅲ)

イ

(１)

(２)

はり

(３)

(２)

(二)

(１)

(２)

(１)

(２)

(３)

(２)

(１)

(２)

(３)

(１)

イ 木 造建築 物のはり （その全 部又は一 部に木 材を用いた もので
その 全部又は 一部に 防火被覆を 設けて いないも のに限る 。）に
あっ ては、 次の 又は のい ずれか に掲げる 基準に適 合するこ
と。
構造用 集成材又は構造用 単板積層 材を使 用し、かつ 、次に
掲げ る基準に 適合する 構造で あるほか、 取合い 等の部分 が炎
侵 入防止構 造である こと。
令第四十六条第二項第一号イ及びロに掲げる基準に適合
している こと。
当該は りを接合す る継手 又は仕口 が、昭和 六十二 年建設
省 告 示 第 千 九 百 一 号 に 定 め る 基 準 に 従 っ て 、通 常 の 火 災 時
の 加熱に対し て耐力 の低下を 有効に防 止するこ とがで きる
構 造であ ること。こ の場合 において 、同告示 第一号イ 中「
二・五セ ンチメ ートル」と あるの は「令和 元年国土 交通省
告示第 百九十三 号第一第 八項第一 号イ
又は に掲
げる場 合の区 分に応じ 、それぞ れ当該 又は に定める 値
」 と読み替え るもの とする。
当 該はりを 有する建 築物全体 が、昭 和六十二 年建設省 告
示第千九 百二号 に定める基 準に従 った構造 計算によ って通
常の火 災により 容易に倒 壊するお それの ないこと が確かめ
られた 構造で あること 。この場 合におい て、同 告示第二 号
イ 中「二・五 センチ メートル 」とある のは「 令和元年 国土
交 通省告 示第百九十 三号第 一第八項 第一号イ
又は
に掲げる 場合の区 分に応 じ、それぞ れ当該 又 は に定
める値 」と読み 替えるも のとす る。
主要 構造部で あるはり のうち木 材で造 られた部分 の表面
（ 木材その 他の材料 で防火上 有効に被 覆され た部分を 除く
。 ）から 内側に、 第一号イ
又は に掲 げる場 合の
区分に応 じ、そ れぞれ当 該 又は に掲 げる値の部 分が除

イ 木造建築 物のはり （その 全部又は一 部に木 材を用い たもの で
そ の全部又は 一部に 防火被覆 を設けて いないも のに限 る。）に
あ っては 、次の 又は の いずれか に掲げる 基準に 適合する こ
と。
構造用 集成材又 は構造用 単板積層 材を使 用し、か つ、次に
掲げる 基準に 適合する 構造であ るほか、 取合い等 の部分 が炎
侵入 防止構造 である こと。
令第四十 六条第 二項第一号 イ及び ロに掲げ る基準に 適合
している こと。
当該はり を接合 する継手又 は仕口 が、昭和 六十二年 建設
省告 示第千 九百一号に 定める 基準に従 って、通 常の火 災時
の 加熱に対 して耐 力の低下を 有効に 防止する ことがで きる
構 造であ ること。
(１)

(１)

(２)

当 該はりを 有する建 築物全体 が、昭和 六十二 年建設省 告
示第千九 百二号 に定める 基準に従 った構 造計算に よって通
常の 火災により 容易に 倒壊する おそれの ないこ とが確か め
られ た構造 であるこ と。

(ロ)
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(ⅰ)

主要構 造部であ るはり のうち木 材で造ら れた部 分の表面
（ 木材その 他の材 料で防火 上有効に 被覆され た部分を 除く
。）から 内側に、 第一号 イ
又は に掲 げる場 合の
区分に 応じ、そ れぞれ当 該 又は に掲 げる値の 部分が 除

(イ) (１)
(ⅰ)
(一)
(ロ) (イ)

(ロ)

(イ) (１)
(ⅰ)
(一)
(ロ) (イ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅳ)

(イ) (１)
(ⅰ)
(一)
(ロ) (イ)

(ロ)

(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅲ)

(ⅳ)

(１)

(ロ)

(１)

(２)

(イ) (１)
(ⅰ)
(一)
(ロ) (イ)

(２)

(ⅰ)

かれ たときの 残りの断 面の小 径が、二十 センチ メートル 以
上 であるこ と。
次 の 又は のい ずれかに 掲げる構 造であ ること。
耐 火構造
法第二 十一条第 一項の 規定により 令第百 九条の五第 一号
に掲 げる基準 に適合す る建築 物とした建 築物又 は法第二 十
七 条第一項 の規定に より令第 百十条 第一号に掲 げる基 準に
適 合する 建築物と した建築 物のはり の構造 方法を用い る構
造
(ⅱ) (ⅰ)

(ⅰ)

ロ 木造建 築物の はり（イに 規定す るものを 除く。） 及び組積 造
の 建築物 等のはり にあって は、次の 又 は ののい ずれかに 該
当するも のであ るほか、 取合い等 の部分が 炎侵入防 止構造 であ
ること 。
イ
又は の いずれか に掲げる 構造であ るもの
防 火被覆（ 強化せ っこうボー ドを二 枚以上張っ たもの で、
そ の厚さの 合計が四 十六ミ リメート ル以上の ものに限 る。）
を設けた もの
六 軒 裏 次に 掲げる基 準
イ 木造建 築物の軒 裏（その 全部又は 一部に木 材を用 いたもの で
そ の全部又 は一部に 防火被 覆を設けて いない ものに限 る。） に
あっては 、次の 又は の いずれ かに掲げる 基準に 適合する こ
と。
構造 用集成材 、構造用 単板積層 材又は直 交集成 板を使用 す
るも のであり 、かつ 、壁の厚さ が次の 又 は に掲げる 場合
の区 分に応 じ、それ ぞれ当 該 又は に定め る値以上 である
ほか、取合 い等の 部分が炎 侵入防止 構造であ ること 。
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(ⅱ)

(ⅱ)

(１)

(ⅱ)

かれた ときの 残りの断面 の小径 が、二十 センチ メートル以
上で あること 。
次 の 又は のいず れかに 掲げる構 造である こと。
耐火構造
通常火災終了時間が七十五分間以上である建築物のはり
（法第二十一条第一項に規定する構造方法を用いるもの又
は同項の規定による認定を受けたものに限る。）又は特定
避難時間が七十五分間以上である建築物のはり（法第二十
七条第一項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規
定による認定を受けたものに限る。）の構造方法を用いる
構造
ロ 木造建築 物のは り（イに 規定する ものを除 く。） にあって は
、次 の 又は の いずれかに 該当す るもので あるほ か、取合い
等の部分 が炎侵入 防止構造 であるこ と。

(１)

(２)
(２) (１)

(１)

(ⅰ)

イ
又は の いずれかに 掲げる 構造であ るもの
第 三 号 ロ に 該 当 する も の

(ⅱ)

(ⅱ) (ⅰ)

六 軒裏 次に 掲げる 基準
イ 木 造建築 物の軒裏 （その 全部又は一 部に木 材を用い たもので
その 全部又は 一部に 防火被覆 を設けて いない ものに限る 。）に
あ っては、 次の 又は のい ずれか に掲げる 基準に 適合するこ
と。
構造用 集成材、 構造用 単板積層 材又は直 交集成板 を使用す
るも のであ り、かつ、 当該軒 裏の厚さ が第二号 イ
又は
に 掲げる場 合の区 分に応じ、 それぞ れ当該 又は に 定める
値 以上で あるほか 、取合 い等の部分 が炎侵 入防止構 造である
こと。
(ⅱ) (１)
(ⅰ)

(ⅱ)

(ⅱ)

(２)

(２)

(１)

(２)
(ⅰ)

(２)

(２) (１)
(１)

(２)
(ⅰ)

(２)

(ⅰ)

(ⅱ)

(１)

(ⅰ)

(２)

(５)

(１)

(３)
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（削る）

接着剤 として 、フェノ ール樹脂 等を使用 する場 合（構造
用集 成材を 使用する 場合にあ ってはラ ミナの厚 さが十 二ミ
リ メートル 以上の 場合に限 り、直交 集成板 を使用する 場合
にあって はラミナ の厚さ が十二ミ リメート ル以上 で、かつ
、加熱 面の表面 から六 ・五センチ メート ルの部分 が除か れ
たと きに、互 いに接着 された 平行層と直 交層が 存在する 場
合 に限る。 ） 九・ 五センチ メート ル
接 着剤と して、フェ ノール 樹脂等以外 のもの を使用す る
場合（構 造用集 成材を使 用する場 合にあっ てはラ ミナの厚
さが二 十一ミリ メート ル以上の場 合に限 り、直交 集成板 を
使用 する場合 にあって はラミ ナの厚さが 二十一 ミリメー ト
ル 以上で、 かつ、加 熱面の表 面から 九・五セン チメー トル
の 部分が 除かれた ときに、 互いに接 着され た平行層と 直交
層が存在 する場 合に限る 。） 十 一・五セ ンチメ ートル
法第二 十一条第 一項の 規定により 令第百 九条の五 第一号 に
掲げる 基準に 適合する 建築物と した建築 物又は法 第二十 七条
第一 項の規定 により 令第百十 条第一号 に掲げる 基準に適 合す
る 建築物と した建築 物の軒 裏（延焼 のおそれ のある部 分に限
る。）の 構造方法 を用いる 構造であ ること 。

(１)

(ⅰ)

(ⅱ)

ロ 木造 建築物 の軒裏（ イに規定 するもの を除く 。）及び組 積造
の建築 物等の 軒裏にあ っては、 次の から ま でのいず れかに
該当する ものであ るほか、 取合い 等の部分が 炎侵入 防止構造 で
あるこ と。
平成 二十七年 国土交通 省告示第 二百五十 号第二 第一号イ
から ま で又は の いずれかに 掲げる もの
イ に規定する 構造で あるもの
防 火被覆 （強化せ っこう ボードを二 枚以上 張ったも ので、
その厚さ の合計が 四十六 ミリメート ル以上 のものに 限る。 ）
(２) (３)

（削る）

(５)

通常火災終了時間が七十五分間以上である建築物の軒裏（
法第二十一条第一項に規定する構造方法を用いるもの又は同
項の規定による認定を受けたものに限る。）又は特定避難時
間が七十五分間以上である建築物の軒裏（法第二十七条第一
項に規定する構造方法を用いるもの又は同項の規定による認
定を受けたものに限る。）の構造方法を用いる構造であるこ
と。
ロ 木造建築 物の軒 裏（イに 規定する ものを 除く。） にあって は
、 次の から ま でのいずれ かに該 当するも のであ るほか、取
合い等の 部分が炎 侵入防 止構造であ ること 。
平成二 十七年国 土交通 省告示第 二百五十 号第二第 一号イ
から ま で又は の いずれか に該当す る構造で あるも の
イ に 掲げる基 準に適合 するもの
第 三 号 ロ に 該 当 す るも の
(３)

(２)

(２)

(１)

(３) (２)

(１)

(２) (３)

(２)

(１)

(３) (２)

(１)

を設け たもの
３ 第一項第 二号ハ 及びヘ の「 七十五分 間防火設 備」と は、次の 各
号 のいずれ かに掲げ る防火 設備（周 囲の部分 が不燃材 料で造ら れた
開口部に取 り付け られたも のであ って、枠若 しくは 他の防火 設備と
接する 部分を相じ ゃくり とし、又 は定規縁 若しくは 戸当た りを設け
ること その他 の閉鎖した 際に隙 間が生じ ない構造 とし、か つ、取 付
金物 が当該防 火設備 が閉鎖した 際に露 出しない ように取 り付けた も
のに 限る。 ）をいう 。
一 法第 六十一条 の規定 による認 定を受け た防火設 備（通 常の火災
による 火熱が加 えられ た場合に 、加熱開 始後七十 五分間 当該加熱
面以 外の面に 火炎を出 さない ものに限る 。）
二 骨 組を鉄 材又は鋼 材とし、 両面に それぞれ厚 さが〇 ・八ミリ メ
ート ル以上 の鉄板又 は鋼板を 張った防 火設備
三 鉄材又 は鋼材 で造られ たもので 鉄板又は 鋼板の 厚さが一・ 六ミ
リメ ートル以上 の防火 設備
四 厚さ二十 八ミリメ ートル以 上の繊 維強化セメ ント板 で造られ た
防 火設備
第 二 令 第百九条 の五第二 号に掲げ る基準 に適合す る法第二 十一条 第
一項に規 定する建 築物の 主要構造 部の構造 方法は、 耐火構 造又は令
第百八 条の三第 一項第一 号若し くは第二号 に該当 する構造 とする こ
とと する。
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９ 第一項及 び第三項の「 七十五 分間防火 設備」は 、次の各 号のいず
れ かに掲げ る防火 設備をい う。

一 通常 の火災 による火 熱が加え られた場 合に、 加熱開始後 七十五
分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、法第六十
一条の規定による国土交通大臣の認定を受けた防火設備
二 骨 組 を 鉄 材 又 は 鋼 材と し 、 両 面 に そ れ ぞ れ 厚 さ が 〇 ・ 八 ミ リ メ
ー ト ル 以 上 の 鉄 板 又 は 鋼 板を 張 っ た 防 火 設 備
三 鉄材又は鋼材で造られたもので鉄板又は鋼板の厚さが一・六ミ
リメー トル以上 の防火 設備
四 厚さ二十 八ミリメ ートル 以上の繊維 強化セ メント板 で造ら れた
防 火設備
第 二 令第 百九条の 五第二 号に掲げ る基準に 適合する 法第二十 一条第
一項に規 定する 建築物の 主要構 造部の構造 方法は 、耐火構造 又は令
第百 八条の三第 一項第 一号若し くは第二 号に該当 する構 造とする こ
とと する。

(３)

附

則

この告示は、公布の日から施行する。
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